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平成２９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、１５日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、前回の番組審議会での答申を受け「平成２９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２９年度近畿

地方向け放送番組編成計画」について説明があった。 

続いて、事前に視聴してもらった、歴史秘話ヒストリア「これがスピード出世の真実

だ！井伊直政 人生の名場面ベスト５」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、視聴者意向報告と放送番組モニター報告、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 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) 

  片山九郎右衛門 (公益社団法人京都観世会 会長)  

  小 林 祐 梨 子 (スポーツコメンテーター) 

  佐 野  純 子 (奈良インターカルチャー 代表) 

  原   さ だ (財団法人龍神村開発公社 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 編集部長) 

 

（主な発言） 

 

○ ＜歴史秘話ヒストリア 

「これがスピード出世の真実だ！井伊直政 人生の名場面ベスト５」 

(２月１７日(金) 総合 後 8:00～8:43)について＞ 

 

○  とても楽しみながら見た。彦根城が、難攻不落の要塞として、天守閣に至るまで巧

妙に設計されており、破風までもが防御の要として使われていることを初めて知り驚

いた。楽しんで見たからこそ、お城のことや、井伊家の成り立ち、井伊直政の調整能
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力のエピソードで島津とどのような駆け引きがあったかなど、もう少し深く掘り下げ

てもらえるとよかった。名場面ランキングは、次はなんだろうと引き付けられ、全体

的に見やすかったが、時系列でなかったため少し混乱した。 

 

○  全体を通して楽しく見られた。若い世代にも分かりやすく作ろうとしたのか、少し

軽い感じもした。ＤＪブースの井上あさひアナウンサーの演出については、彼女のよ

さを生かしきれていない気がした。また、家康の命を狙った刺客を直政が討ち取るシ

ーンのあとに、「命の危険がありますので決してマネをしないでください」というテ

ロップを使用していたが、これにも違和感を覚えた。全体的に分かりやすく、直政の

出世術を現代のサラリーマン社会に結びつけたり、心ないうわさを流されることをＳ

ＮＳによる拡散になぞらえたりと、親しみが持てる工夫がよくなされていたが、ラン

キングで使われていた“キレッキレッ”ということばは、感覚的には理解できるもの

の、やや分かりにくかった。「名将言行録」など実際の書物から引用して紹介された

エピソード自体はとてもよかったが、彦根市や彦根城のことが出てきたり、家康や秀

吉の話に飛んだり、ドラマ仕立てになったり劇画仕立てになったり、要素がいろいろ

ありすぎた。もう少し、人物像がストレートに伝わるとよかった。彦根市の

駅前の銅像が市民の寄付で建てられたことや、破風が防御の要になっていたこと

は知らなかった。また、赤よろいはとても美しく、くじゃくの羽で作った陣羽織も見

たことがなかったので、そういった地元ならではの魅力をたくさん盛り込んでいたの

はよかった。 

 

○  直政が若い頃から切れ者であったということがよく分かったとともに、現代におけ

る処世術としても参考になる部分があった。また、今後、直政がドラマでどのように

描かれるのかが、この番組をきっかけに楽しみになった。ただ、“キレッキレッ”と

いうことばは、おそらく“キレがある”という意味だと思うが、よく分からない。井

上アナウンサーについても、こういう少しおどけたような演出は似合わないなという

印象を持った。また、名場面を１位から５位まで順位づけしていたが、何をもって点

数が決まっているのかよく分からなかった。 

 

○  楽しく見たが、「歴史秘話ヒストリア」は、ドラマではなく歴史番組であることを

考えると、納得のいかない部分もいくつかあった。例えば、徳川家康を狙った刺客を

直政が“御次之間”にて討ち取る、というエピソードが史料に基づいて紹介された部

分。“御次之間”というのは“寝室の次の間”という意味だと思うが、再現ドラマで

は家康の寝室に忍び込んだ敵を、直政が寝室で撃退する演出にしており、どうして寝

室なのか疑問に感じた。また、家康が敗走中に、直政がにぎりめしを食べるのを拒ん
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だというエピソードでは、「名将言行録」を引用して、“いずれかの戦”における家臣

５～６人との敗走中のエピソードと説明していたが、家康の敗走というと、本能寺の

変後の伊賀越えぐらいしか有名な話が思い浮かばない。伊賀越えの敗走の時の家臣の

数は、５～６人ではなく、もっと大勢だったといわれており、少し無理があったので

はと思う。また、彦根との関係性の描き方でも、直政自らが彦根城の築城に着手し、

直政の工夫により城内のさまざまな仕掛けも手がけられたものであるかのように感

じられた。番組ではそういった説明はしてはいないものの、見ていて違和感を覚えた。 

 

○  番組の中で年代的な行き来はあったにしても、記録をこんなふうに読み解いていく

のか、というおもしろさを伝えてくれていた。ただ、その方法というのが、「先人た

ちの底力 知恵泉」の作り方と何となく似通ったようなところがあり、これまでの「歴

史秘話ヒストリア」とは違うように感じた。ＤＪブースの井上アナウンサーを、右へ

左へ斜めに動きながら撮影するカメラワークは、不自然に感じた。人々の心ない中傷

が伝わっていく様子を、現代のＳＮＳになぞらえて表現していた部分や、ＮＨＫなら

ではの資料映像や再現映像、研究者のことばには説得力があった。また、ＮＨＫらし

い構成とともに、視聴者の興味関心を知らず知らずのうちに心理的にかき立てていく

ＢＧＭの使い方もよかった。ご当地キャラクターを使って直政の甲冑（かっちゅう）

を紹介することで、直政の存在が、今も地元の人たちの暮らしの中に楽しく息づいて

いることを視聴者にうまく伝えていたと思った。一方で、“キレッキレッ”というこ

とばについては、ドラマに出演する若い俳優がその表現を使うのはおもしろいと思う

が、それを番組の中で、大きく取り上げていたことには、もう少し工夫の余地がある

のではないかと思った。 

 

○  楽しく見たが、番組冒頭における直政役の俳優のコメントの紹介、ランキング形式

の構成、ＤＪ風の演出、ＳＮＳになぞらえる説明など、直政役の俳優の若いファンに

向けて制作されたような印象を受けた。“キレッキレッ”ということばにも違和感を

覚えた。ただ、彦根城の破風の説明などはよかった。また、数年に一度しか見ること

のできない直政の赤よろいの映像は、その美しさに本当に感動した。きちんと保存さ

れていることも素晴らしいと思った。大人気のご当地キャラクターが身につけている

かぶとが、直政のかぶとを模したものだというのは勉強になった。 

 

○  ランキングが進んでいくに連れて、次のエピソードへの期待が大きくなっていった

が、第３位のにぎりめしの話はあまり格好よいと思えず、疑問に感じながら見た。直

政のエピソードを現代社会と結びつけ、そこに隠された出世のヒントを紹介している

のだと思うが、にぎりめしを食べることを拒んだエピソードなど、やや無理があった
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ように感じた。番組の中で、直政の赤よろいを実際に見ることができたことには、大

変感動した。 

 

○  井伊家は伝統がある家で、子孫の方が講演するとなると多くの人が集まるぐらい滋

賀県では有名なのだが、私は直政のことをあまり知らなかった。今回の番組を見て、

その人物像を改めて知ることができた。“キレッキレッ”ということばの使い方や、

ランキングの基準については、これまでもさまざまな意見が出ていたが、私としては

もっと見たかったという思いが強い。奈良大学の千田嘉博教授と街歩きをするところ

で、“七曲がり”と呼ばれる、幾度も屈曲している地元の道を紹介するのだろうと思

っていたら、番組の中ではそれを“どんつき”と呼んでいて驚いた。“どんつき”は、

滋賀が発祥のことばなのか、共通語なのか疑問に思った。ＤＪブースの演出は個人的

には気にならなかったが、“キレッキレ”ということばを使うのであれば、現代風の

ことばをもっと他にも使ってもよかったのではないか。例えば２位のエピソードを描

くにあたっては、いわゆる“神対応”ということばがあったりするので、若い人たち

を意識して作るのであれば、そのようなことばを強調してもよかったのではないかと

思った。全体を通して本当におもしろく見ることができた。番組の最後に出演されて

いた方のように、近江八幡や彦根には、地域の伝統を支えているボランティアガイド

の方々がたくさんいる。番組を見て、改めて地域全体で歴史を支えて盛り上がってい

ることが分かった。 

 

○  ランキングで使われた“キレッキレッ度”の、意味や基準が分からないので、つい

ていけなかった。仮にその“キレッキレッ”ということばが、“鋭い”“シャープ”と

いう意味であるとすれば、ランキングの第１位が、直政が薩摩に示した温情というの

は、おかしいのではないかと思った。大河ドラマでこれから大きくクローズアップさ

れていく直政の魅力を伝えようとしているのは分かるが、説得力が欠けていると感じ

た。家康の寝室に忍び込んだ敵を、直政が次の間で斬り伏せたというエピソードでは、

再現ドラマでは次の間ではなく、寝室の中で斬り伏せていた。映像的には寝室にいた

としか思えず、番組の中でも取り上げられていたような、直政と家康に関する当時の

うわさについて勘ぐってしまうような描き方だった。また、小牧・長久手の戦いで、

直政が敵陣に単身攻め込んだエピソードも、味方の徳川側からも赤鬼と恐れられたと

いう説明があるだけで、実際にどれだけの戦功を挙げたのか説明がなかった。豊臣秀

吉もほれ込んだという名ぜりふについても、どういう根拠で秀吉がそのせりふにほれ

込んだのか説明がなく、周囲のやっかみに耐えかねた若気の至りで攻め込んだだけの

ように思え、この行動が歴史的にどういう手柄につながったのか分からなかった。ま

た、供え物のにぎりめしを食べるのを拒んだというエピソードでは、にぎりめしを消
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化しないうちに首をはねられ、ぶざまな死に方をさらすことを恐れたとのことだが、

にぎりめしを消化しないうちに首をはねられると、なぜぶざまなのか分からなかった。

以前、切腹前に最後の食事を賜るという話を書物で読んだことがあるので、食事をす

ることと首をはねられることの関係がよく理解できなかった。それから直政が、「死

んだ後、家康の一行は飢えに負けて供え物のにぎりめしまで食べたと言われては、武

士として無念です」と言ったそうだが、家康もすでににぎりめしを食べているのに、

そういうことを言ったら逆に家康に失礼ではないかとも思った。おそらく、若者を意

識した番組作りだったのだろうという気もするが、歴史好きの若い人もいるわけで、

若い人も年を取ってくると、だんだん落ち着いた番組が好きになってくると思う。「歴

史秘話ヒストリア」は、今後も真正面から歴史好きの人を対象にした番組として制作

してもらえたらと思う。 

 

○  逸話の多い直政について、何か新たな事実が判明し、それが紹介されるのかと楽し

みにしていたが、人生の名場面として紹介された内容は、歴史好きな人はすでに知っ

ていることばかりだったように思う。なぜ三河の譜代でもないのに、驚くべき出世を

遂げることができたのか、他の徳川四天王と比較して、その違いなどにも触れながら

もっと深く掘り下げてもらえると、おもしろかったのではないかと思う。ランキング

の順位づけにどのような意味があるのか疑問を感じるとともに、紹介が断片的である

ような印象を持った。全体として、大河ドラマのＰＲのような印象を受けた。映像で

紹介されていた赤よろいはかなりサイズが小さく、赤鬼と言われた直政は、実際は小

柄な体つきだったというふうに言われているので、よろいを見て、言い伝えどおりだ

なという印象を持った。 

 

  (ＮＨＫ側)  

「歴史秘話ヒストリア」は、今年度から放送時間が水曜２２時

から金曜２０時に移り、これまでの視聴者層に加えて、若い人や

家族視聴も意識しながら、番組作りを試行錯誤している。いただ

いたさまざまな意見を参考にしながら、今後の番組づくりに反映

させていきたい。 

 

  (ＮＨＫ側)  

“キレッキレッ”ということばは、“格好よい”“男だて”とい

う意味で使っている。直政が容姿端麗だったということがあり、

大河ドラマで直政を演じる俳優も容姿端麗であることから、“格好

よい”ということを“キレッキレッ”ということばで表現した。
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直政は、単に見た目が格好よかったとか、政治的な動きがうまか

っただけではなく、生き方そのものが格好よかったからこそ、出

世していったというふうに描いた。 

 

  (ＮＨＫ側)  

直政がどのような人物だったのかを紹介することで、彼の名前

は知っているが詳しくは知らないという方々には楽しんでいただ

けた番組だと思う。現在、彦根は大河ドラマ「おんな城主 直虎」

でとても盛り上がっており、そういう状況の中で今回の番組も地

元の方々に非常に喜んでもらえたので、放送の意義はあったと考

えている。 

  

  (ＮＨＫ側)  

今回の番組制作にあたり、大津放送局として、大河ドラマ「お

んな城主 直虎」をチャンスととらえ、地域を盛り上げるという

目的があった。彦根にとって井伊家というのは非常に特別な存在

であり、ＪＲ彦根駅前には直政の銅像があったりする。今回の大

河ドラマが始まる前の昨年１２月から、「おうみ発６３０」内の企

画として、次の大河ドラマが彦根ゆかりの話であることを紹介し

ながら、盛り上げをはかってきた。ことし１月にドラマが始まっ

てからも、ドラマの時代考証を担当している先生に週に１回「お

うみ発６３０」に出演してもらい、ドラマの解説コーナーを放送

している。また、今回の番組は、従来の歴史ファンに加えて、歴

史にそれほど興味のない方にも見ていただき、井伊家のことにつ

いて知っていただくというねらいもあった。若者に人気の俳優が

直政役をドラマで演じるという発表もあったことから、番組では

それを取り入れる形で展開した。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月３日(金)のかんさい熱視線「あきらめない男“この世界の片隅に”監督・片渕

須直」について。映画「この世界の片隅に」はまだ見ていないのだが、この番組を見

て、改めて映画を見たいと強く思った。番組冒頭で、映画を見た４０代の方の「戦中

と現代が地続きな感じがする」というようなことばが紹介されていたが、そこで大い

に興味をそそられた。この映画に対する片渕監督の思いや、映画制作にあたっての徹
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底的な考証術が興味深かった。「画面に映るもの全てが本物でなければならない」と

いう監督のことばは、当然のことではあるかもしれないが、さまざまな動画や画像が

あふれている現代においては、まがい物も多いと私は感じているので、このことばの

重みがすごく心に響いた。 

 

○  映画の主人公・すずの実在感を作り上げることが一番大きな目標だったと、番組の

インタビューで片渕監督が話していたが、監督がすずは本当に存在していると思って、

かつ、本当にいとおしいと思って作品を作り上げたということがとてもよくわかった。

監督の“実在感”へのこだわりについて、日本大学の奥野邦利教授が、「ある種の志

だけでは、実現し得ないレベル」と話していたが、７０年前の天気や、爆弾の種類や、

アリの動作など、細部に至るまで徹底的にこだわっていて、画面に映るものすべてを

大切にする監督の姿勢が素晴らしいと思った。映画館に足を運べない方にも、こうい

う映画が話題になっていること、そして、どのような映画なのかということが番組を

通じて伝わるというのは、とてもよいことだと思った。映画は観客に見てもらえない

ともうからず、スポンサーも決まらないということは知ってはいたが、番組を通じて、

このような映画は大変な苦労がないと作れないということが改めてわかり勉強にな

った。 

 

○  かつてアニメーションはどこか幼児的なイメージがあったり、あるいは成人の人た

ちにとっては劇画的なイメージの方が強かったりしたと思う。そんな中で片渕監督が、

登場人物の内面を掘り下げることによって、アニメーションを文学作品として育てて

いこうと葛藤していたことを知った。映画は、何気ない日常生活の中における、特別

でもない日頃のことを淡々と描き出す作品であった。この番組も、登坂淳一アナウン

サーの語りも含めて、初めから終わりまで淡々とした同じトーンであるにもかかわら

ず、すごく重く力強い、さまざまなことばを聞かせてくれる番組だった。番組に登場

する監督の周囲の方々の、監督に対する評価、あるいは印象についてのことばがとて

も個性的で、かつ無駄がなかった。監督の語ることばとともに、それらのことばが持

つ力というものも教えていただいた。番組の最後のほうで、信頼を可視化するという

ことばが取り上げられていたが、監督と周囲の人たちとの信頼が、このことばのとお

りまさしく番組の中で可視化されたようなつくりであったので、見ていてとても気持

ちよかった。 

 

○  「かんさい熱視線」は取材も構成もしっかりしていて、いつも感心しているが、こ

の番組も同様にとても充実した番組だった。今回はインタビュー形式の番組であった

が、それが番組の中で適切に生きており、片渕監督の人となりがよく伝わってきた。
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監督は、作品づくりにおいて実在感に非常にこだわる方とのことで、表面的には柔ら

かいが、交渉となると絶対に引かない頑固なタイプであることが伝わってきて、それ

が結果的にこの大ヒットにつながったのだろうということがよくわかった。ＢＳプレ

ミアムで放送している「刑事フォイル」というドラマがある。このドラマは戦中のイ

ギリスが舞台となっている作品だが、この「刑事フォイル」と「この世界の片隅に」

を見比べると、イギリスと日本の戦中の違いがよくわかり、イギリスのほうが戦中も

余裕があったのだなという感じがした。日本の戦中は、それまでの日常がなくなって

いき、戦中という非日常が日常化するような状況だったと認識しているが、イギリス

では、戦争前のそれまでの日常が半分以上残っているような状況だったのだなという

ことを考えさせられた。その辺を比較して見ると非常におもしろかった。 

 

○  片渕監督が宮﨑駿監督に若くして抜てきされた後、いろいろなことがあり、自身が

監督したテレビアニメが打ち切られた時には、全否定された思いだったと話していた。

そういう不遇の時代にもへこたれず、諦めることなく自分の思いを映画に結実させて

いくという生き方に感銘を受けた。クラウドファンディングで 3,000 人を超えるサポ

ーターが出資をされたということで、監督のひたむきな姿というものを多くの人が見

ていたのだなということも、改めて思った。私はアニメ映画をあまり見ないので知ら

なかったが、番組内で紹介された片渕さんの監督作品「アリーテ姫」の中で、「人の

手には魔法のような力が備わっており、自分にだってできるはずだ」というようなせ

りふがあった。これも自分自身を諦めないということだ。人生の応援になっていると

思った。「この世界の片隅に」は、番組で初めて知ったのだが、昨日この映画を見て、

大変地味な映画ではあるが、やはり非常によい映画だと思った。最後に、監督が次回

作について、次は違う軸線で語る予感がするというふうに語っていたので、楽しみに

したいと思っている。 

 

○  映画を見た後に、この番組を見たのでとてもよかった。映画については、本当にし

みじみとよい作品だったと思っていたが、自分がそう思った理由がどういうところに

あったのか、番組を見てすごくふに落ちたように思う。映画がとても丁寧に作られて

いることがよくわかり、自分の中で納得がいった部分がすごくあった。当初、番組タ

イトルを見たときに、この映画はクラウドファンディングで資金を集めたことが話題

になっていたので、その話を中心に作られたものかと思ったが、そうではなかった。

全編にわたって片渕監督の映画作りの話に焦点を当てて紹介していたのがよかった。

番組冒頭で、映画を見た２０代や４０代の一般の人たちのコメントが紹介されたこと

で、映画の期待感が膨らむなか、映画の映像もたくさん挿入されており、映画を見て

いない人にもとてもわかりやすく作られていた。そして、監督の周辺にいる専門家た
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ちに監督像を語らせることで、映画を見た人たちをも納得させる形になっていて、さ

まざまな角度から丁寧に作られた番組だと思った。片渕監督の経歴はまったく知らな

かったが、順序よく紹介されていて、彼がどういう映画を作りたいと考えていて、ど

のようにこの作品に至ったのかが、本当に短い時間でうまくまとまられていた。監督

の実在感やリアリティーへの執着という部分では、映画は見ていたものの、戦艦大和

の乗組員が手旗信号をしていたことなど気づかなかった。しかし、番組で紹介されて

いた、画面の片隅に至るまで、きちんと生きている人として描きたい、という監督の

ことばに重みを感じた。番組の最後は、監督自身のことばかもしれないという結びで、

「ありがとう、この世界の片隅にうちを見つけてくれて」という、主人公の声を担当

したのんさんの実際のせりふで締めくくられていたが、なんて格好のよい終わり方だ

と思い、感動した。番組全体が映画を見て私の心に湧いたさまざまな気持ちや雰囲気

を壊すことなく、最後まで流れていったのがとてもよかった。 

 

○  本当に見てよかったと思う番組だった。冒頭を見たときには、どちらかというと苦

労話が中心となるような疲れる番組かと思っていたが、最後には心をわしづかみにさ

れるような気持ちになった。ロングインタビューによって聞き出された片渕監督の話

がよかった。気取らず、てらいのない話ぶりや人柄が、画面を通じて伝わってきた。

海外での舞台挨拶に向かおうとする監督が空港を歩く何気ないシーンでも、彼の人柄

が伝わってきて、まるで金太郎あめのように、どこから切ってもこの人はこういう感

じなのだろうということが推し量られるような実直な印象を受けて、本当に素敵だと

思った。クラウドファンディングのことは、募金とどう違うかなど、正直に言って最

後までよくわからなかったが、そんなことはこの番組にとってささいなことだ。ずっ

と諦めないことが一番大事という話があったが、挫折感を味わいながらも、諦めずに

続けてきたことによって今に至ったということが、自分自身にも重なる部分があるよ

うにも感じられ、すごく共感を覚えた。そんな話を監督から引き出したインタビュー

もよかったと思う。また、監督の周辺の方々への短いインタビューも、短いことばの

中に周りの方々がいかに監督のことを信頼しているかが表現されていて納得がいっ

た。監督の海外での舞台挨拶シーンに興味があったので、その映像が見られるとなお

よかった。映画の映像の挿入の仕方もとてもよかった。特に、戦艦大和が登場するシ

ーンにおける手旗信号の表現の部分では、狩野永徳の洛中洛外図屏風を思い出した。

洛中洛外図屏風は、あれだけさまざまな情報が書き込まれているにもかかわらず、実

は当時の風俗がきちんと細かく描かれており、近寄って見ると、人が持っている物ま

でわかる。その洛中洛外図屏風とアニメーションはよく似ていると思った。実写では

描ききれないことが、アニメーションでは描けることを発見して、楽しませてもらっ

た。もっと監督のインタビューを聞きたかったし、もっと長い番組でもよかったと思
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った。本当に、静かに胸に響くいい番組だった。 

 

○  片渕監督の、非常に真面目で一生懸命な人柄が伝わってくる番組だった。私は彼の

作品を拝見したことはないが、番組を見ていて監督のことが好きになっていくような

気持ちがした。この番組を作ったプロデューサーやディレクターも、おそらくこの映

画や監督のことがとても好きなのではないかと思わせる番組だった。映画の中で、画

面に小さく映る手旗信号にもきちんとリアリティーを持たせていたというエピソー

ドには非常に驚くとともに、感動した。映画人というと、特に映画監督は華やかだっ

たり、自由人であったり芸術家風のイメージがあるが、片渕監督はどちらかというと

学者や職人のような風貌で、インタビューでも登坂アナウンサーの方をほとんど見ず、

カメラにも視線を送らない、とてもシャイな人柄が感じられた。一方で、映画監督と

いうのは、ことばで出演者やスタッフにしっかりと説明をして説得できないといけな

いとも感じた。お話になることばが非常に的確で分かりやすく、胸に響くすごいこと

ばの力を持っている方だと思い、感銘を受けた。こつこつと地道に積み上げてきた成

果が、世代を超えて監督自身も想像していなかったぐらいに多くの人たちの心に届い

たということがわかり、とてもよい番組だった。 

 

○  ２８分の番組の中で、片渕監督の人となり、そしてアニメ映画作りへの思いが非常

にうまくまとめられていたと思う。特に私がよかったと思ったのは、画面に映るもの

はすべて大事にする、画面の片隅に至るまできちんと生きている人であり、きちんと

目的を持って行動しているというふうに描きたかったと、一言一言をかみしめるよう

に語っていたところだ。そのことばに、片渕監督の思いが凝縮されているように思っ

た。片渕監督がとても偉いと思ったのは、映画業界などからの、もっと泣かせる作品

や売れる作品を作ってほしい、という意見に迎合することなく、本当に自分の資金が

枯渇する直前まで徹底的にそのリアリティーを追求し、６年もかけて作品

を作り上げた点だ。まさに諦めない男という形容がぴったりだと思った。次は違

う軸線で何か作ると話していたので、どのような作品ができるのか大変楽しみだ。 

 

(ＮＨＫ側)  

以前、別の番組の取材で片渕監督にお会いすることがあり、そ

の時に、ことばの力がすごく強い方だなというふうに感じたので、

今回の番組はそれを的確に伝えるためにもインタビュー構成で制

作した。 

 

○  連続テレビ小説「べっぴんさん」について。今までの連続テレビ小説と異なり、物
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語の主役的な立ち位置となる人物が週ごとに変わっているような感じが、飽きさせず

おもしろいと思う。１０代の俳優が演じる母親役に最初は違和感があったが、今とな

っては、おばあちゃん役になっても違和感がなく、一人であそこまで幅の広い年齢を

演じる変化が本当に自然で見やすい。さまざまなキャラクターが物語の後半になって

登場しているが、若い世代や、子育て世代、子育てが終わった世代、おじいちゃんお

ばあちゃん世代など、幅広い世代の登場人物がクローズアップされていて、物語を通

じて立場の異なるいろいろな生き方や考え方に触れることができ、本当に勉強させて

もらえるドラマだ。 

 

○  連続テレビ小説「べっぴんさん」の第２０週は昭和３７年（1962 年）の物語だっ

たが、ファッションや社会情勢が 1960 年代初めではなく、1970 年代のものだった

ような感じがした。1960 年代初めは、まだジーパンは学生層に一般的に普及してな

かったと思うが、ドラマの登場人物が破れたジーパンを履いていた。また、1960 年

代の学生運動のテーマは安保についてで、学園紛争は 1970 年代に入ってからのテー

マだったはずだ。ヘルメットの着用も 1970 年代に入ってからだったはずなので、違

和感を覚えた。第２１週は、大阪への万博誘致キャンペーンの一環ではあるまいかと

勘ぐるぐらい、繰り返し何度も当時の大阪万博の映像やエピソードが出てきた。もち

ろん岩間栄輔がプロデュースするショーにキアリスが協力することへの伏線だとは

思っていたが、そのように期待を盛り上げたわりに、栄輔のプロデュースしたショー

が「２１世紀の子供たち」というテーマを表現しきれていなかったような気がして残

念だった。全体としては一種の群像劇のような形で、複数の登場人物がそれぞれに非

常によい味を出しながら、よい人生のドラマを演じており、非常に安心して見ていら

れているドラマだ。ただ、やはり最後まで、いわゆる大きなハラハラやドキドキ、あ

るいは、笑いの要素がなく、大阪局制作の連続テレビ小説らしさという点ではやや物

足りなかったので、次回作に期待したい。 

 

○  ３月６日(月）のクローズアップ現代＋「マラソンで再び世界へ～青学大・原監督

の挑戦～」について。原晋監督は、さまざまな番組で最近取り上げられているが、こ

の番組で初めて汗だくになって選手の育成に取り組んでいる監督を見て、興味津々だ

った。スタジオで一緒に掛け合いをするのがお笑い芸人の竹山隆範さんで、最初はマ

ラソンの知識があるのか疑問だったが、完走もされている方ということで驚くととも

に、監督との掛け合いもぴったり合っていてすごくおもしろかった。原監督を取り上

げてきたほかの番組とは違い、華やかな世界だけではなく、影の部分もしっかり捉え

られていた。陸上界だけでなく、さまざまなスポーツ競技で、古い指導方法や考え方

がまだまだ残っている。そんな中で原監督は、斬新な海外の指導方法などを積極的に
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取り入れている。東京オリンピックに向けて、選手をクローズアップする番組が増え

ていくと思うが、オリンピックが終わった後をも見据えた長期的なスパンの中で、現

状の指導論や指導方法を変えていくためには、今このタイミングで指導者を取り上げ

ることがとても大切であると感じた。マラソンだけにとどまらず、主婦や企業の方々

に向けての、さまざまなメッセージ性を感じられる番組で、本当におもしろかった。

原監督は、東京オリンピックに向けて、「２時間１０分から１５分のタイムを出せる

選手をたくさん育成することが大切」と話していた。個人的にはそれは東京オリンピ

ックには間に合わないのではないかと思ったが、オリンピック以降に向けての挑戦と

しては、本当におもしろい大改革だと思った。 

 

○  ２月２６日(日)のバリバラ「目指せ！脱“最もズレてる健常者”」について。昨年

１２月に総合テレビで放送した特集番組「ココがズレてる健常者～障害者１００人が

モノ申す～」（１２月２１日(水) 総合 後 10:30～11:15）で、“最もズレてる健常者”

に選ばれた平成ノブシコブシの徳井健太さんが改めてヘルパー体験に挑戦していた

が、その内容がとてもよかった。私を含め、多くの健常者の人たちが障害者に対して、

徳井さんと同じように気を遣わなくてもよいところで気を遣ってしまっているのだ

と思う。徳井さんの体験を通じて、障害者の方々がどのような意思を持っているのか

が分かり、そして、そのような意思を持つ人の代わりに動くのがヘルパーなのだとい

うことがよくわかり、とても勉強になった。「ココがズレてる健常者～障害者１００

人がモノ申す～」で投げかけられた問題提起の答えが、この番組にはあったと思う。

引き続きこのような番組を続けてほしい。 

 

○  「ねほりんぱほりん」が今年度で放送を終了するということで、非常に残念に思う。 

 

○  ２月２６日（日）のルソンの壺～２月号～「“国づくり”にチャンスあり！～ミャ

ンマービジネス最前線～」について。ミャンマーは、賃金が日本の５分の１というこ

とで、確かに多くの日本企業が関心を示しているが、低賃金目当ての海外進出という

のは、賃金が高騰すれば撤退するということの繰り返しになり、進出企業、それから

進出先の国にとっても不幸な結果になるというふうに聞いている。こうした中で、大

学時代からミャンマーに行き、すでに２０年間ミャンマーのビジネスに携わってこら

れた大阪の会社社長の取り組みは素晴らしいと思う。何が素晴らしいかというと、ミ

ャンマーの誰もが夢と希望を持てるような国にしたい、国づくりは人づくりから、と

いう大きな志を実現するため、技術は身につけたものの働き口のないミャンマーの視

覚障害者のためにマッサージ店を開業し、彼らを雇用して、非常に感謝されている点

だ。またミャンマーで大学を卒業してもすぐに就職できるのは１割ぐらいと番組で紹
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介していたが、そういった人たちが日本企業に就職できるように、まず在留資格を得

られるようエンジニアの卵を対象に実践教育を行い、そこの卒業生である若者が実際

に日本で働くことになった場合に、勤務先の社長にまずミャンマーに来てもらってご

家族に会ってもらうとともに、社員になるミャンマー人の若者の希望も丁寧に聞くと

いう、非常にきめ細かい事前対応をしている。このことによってミスマッチを防いだ

り、あるいは、双方の安全や安心感の醸成につながったりすると思う。外国人技能実

習生のさまざまな問題が報道されているが、こういったきめ細かな対応をしていけば、

さまざまな問題を防げるのではないかと思った。 

 

○  大津放送局の年間キャンペーン「しが！！応援宣言」の企画として「おうみ発６３

０」内で、毎週月曜日に放送されている「もっと知りたい！大河ドラマ おんな城主 

直虎」について。企画の最初に前週放送回の５分ダイジェストが放送されるが、ダイ

ジェストが少し長く感じる。その分、ドラマの時代考証を担当されている静岡大学名

誉教授の小和田哲夫さんの解説を、長くしてもらった方がおもしろいと思う。解説に

ついては、前週放送された内容を上手に引っ張って説明してくださる時もあるが、結

果的に展開をばらしてしまうようなことになっている時がある。先の展開はうまく隠

しながら、前週の放送内容について解説をしてもらえるととてもありがたい。また、

３月９日（木）と１０日（金）の「おうみ発６３０」キャラバンで、甲賀市信楽と高

島市から中継を放送しており、周囲の方々も興味を持って見ていた。身近に感じられ

る内容でとてもおもしろかった。 

 

(ＮＨＫ側)  

来年度の大津放送局としての目標を立てるにあたり、地元の人

たちや視聴者が何を求めているのか、これまで以上に視聴者に真

に訴求する放送サービスを考えていきたいと思っている。そのう

えで、「しが！！応援宣言」は来年度も継続することを考えている。 

 

○  「ならナビ」の中で放送されているコーナー企画「西山教授の仏教よもやま話」「岡

本教授の大和まだある記」について。帝塚山大学教授で、元奈良国立博物館学芸部長

の西山厚さんと、奈良県立大学客員教授で、元春日大社権宮司の岡本彰夫さんが、奈

良の魅力を発信されている企画なのだが、この映像を奈良放送局のホームページで視

聴することができる。とても素敵なことだと思う。これを奈良の人たちだけでなく、

もっと多くの全国の人たちに見てもらえるよう発信していってほしい。 

 

○  ２月２４日（金）に放送された「ニュース６３０ 京いちにち」について。この日
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はプレミアムフライデーが全国的に導入された初日ということで、京都府内の様子が

どうなっているか、ニュースでも報道するだろうと思って楽しみに放送を見た。プレ

ミアムフライデーの特別イベントが行われている場所からリポートを行っていたが、

放送されたのは、とても仕事帰りと思えない、おそらく仕事を引退されているであろ

う方々が座っている映像だったので、違和感を覚えた。リポートの取材でイベントを

訪れた時間もまだ早く、かつプレミアムフライデーを導入している企業も京都ではま

だ多くないからであろうが、リポートを受けたスタジオで、「まだ仕事帰りの人は少

ない」など、フォローのコメントがあってもよかったのではないかと思った。 

 

 

NHK 大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２９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、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、「ＳＴＡＰ細胞報道に対する申立て」に関するＢＰＯ決定とＮＨＫ

の対応について報告があった。次に、「平成２９年度国内放送番組編集の基本計画」お

よび「編成計画」について報告があった。引き続き、「平成２９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、Ｎ

ＨＫスペシャル「女たちの大震災～最新医療が迫る 体と心のリスク～」について活

発に意見交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

 

(出席委員) 

委 員 長 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) 

  片山九郎右衛門 (公益社団法人京都観世会 会長) 

  佐 野  純 子 (奈良インターカルチャー 代表) 

  原   さ だ (財団法人龍神村開発公社 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 編集部長) 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２９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＞ 

 

○  昨年のアメリカ大統領選挙をきっかけに、フェイクニュースが非常に深刻な問題に

なっている。ＮＨＫでも「クローズアップ現代＋」や「ＮＨＫ ＮＥＷＳ ＷＥＢ」

の特集の中で、この問題を取り上げている。そんな中、ＢＢＣがフェイクニュースと

疑われる記事の検証を行う部署を立ち上げ、ＳＮＳの運営会社と協力して対策に乗り
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出すという報道があった。ＮＨＫは日本で最も信頼されているマスコミだと思うので、

ぜひそのような取り組みを行ってもらいたい。また、情報の信頼性を見極める教育が

必要だと思うので、ＮＨＫには番組を通じてその必要性を訴えていってもらいたい。 

 

＜「平成２９年度近畿地方向け地域放送番組編集計画(案)」について＞ 

 

○  今年は県の魅力を発信する行事がたくさん行われる。県民向けならびに、全国、世

界へそれを発信していってもらいたい。また、近畿全体として、防災・減災が重要だ

と思うので、ＮＨＫには災害が発生した際の迅速な対応を期待している。 

 

○  文化庁の京都への移転について。今後、全国的に地方分権を進めていくのであれば、

省庁の移転をどのように活用できるのか、どのように官民が協力していかなくてはい

けないのか、京都だけの問題でなく、全国的な問題として掘り下げていってもらいた

い。 

 

○  外国人観光客の関心が、有名観光地だけでなく、日本のさまざまな地方に向き始め

ている今、クオリティーの高い地域発ドラマをたくさん制作して、地方の魅力を世界

に発信していってほしい。連続テレビ小説については、近頃、特定の企業をモデルに

した作品が続き過ぎているように思う。 

 

○  各放送局が防災・減災報道に取り組むということになっているが、災害時だけでな

く、日頃から地域の特性に応じたきめ細かな情報提供に努めてもらいたい。例えばハ

ザードマップの活用策を番組で取り上げたり、ウェブサイトで各地のハザードマップ

を閲覧できたりすれば、災害時の被害を最小限に食い止めることに役立つのではない

か。 

また、関西２府４県のＮＨＫ各放送局のネットワークを生かして、世界的に価値が

ある関西の歴史・文化や豊かな自然を、シリーズ番組として制作し、世界に発信して

もらいたい。 

昨年１２月にカジノを含むＩＲ・統合型リゾート施設の整備推進法が成立したが、

経済効果が見込めるという声がある一方で、ギャンブル依存症の増加や反社会的勢力

の活動が活発化するのではとの懸念の声も上がっている。ＩＲ・統合型リゾート施設

の誘致に熱心な大阪だからこそ、この問題の是非を検証する、生の住民の声を反映し

た番組を作ってもらいたい。 

近年の関西の貿易を見ると、輸出入ともに中国を含むアジアとの取り引きが６割を

占めているが、貿易収支という面で見ると、関西の貿易黒字の半分近くが米国との取
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り引きによるものだ。経済の動向については、アジアだけでなく、アメリカの動きに

ついても適宜伝えてもらいたい。 

 

○  大阪放送局の重点事項の中で、上方演芸や伝統芸能の例として漫才・落語・文楽が

取り上げられているが、能や狂言、上方歌舞伎や長唄など、関西を発祥とする文化や

関西に縁の深い伝統芸能はほかにもたくさんある。そういった豊かな多様性を踏まえ

たうえで、関西の文化を取り上げいってほしい。 

 

○  諮問された「平成２９年度近畿地方向け地域放送番組編集計画(案)」については、

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

番組審議会として原案を可とする答申をしたい。 

 

○  異議なし。 

 

(ＮＨＫ側)  

答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画について

決定し、３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

＜ＮＨＫスペシャル「女たちの大震災～最新医療が迫る 体と心のリスク～」 

(１月１７日(火) 総合 後 10:25～11:15)について＞ 

 

○  これまでの震災関連特集とは異なる視点で、女性に着目している点に興味を持った。

同じ女性の立場として、見ていていつらくなる場面がたくさんあった。熊本地震が発

生した際に、４歳の男の子を持つお母さんが、３か月間も車中泊を続けたというエピ

ソードは、お母さんもお子さんもさぞつらかっただろうと、胸が痛んだ。性差医療と

いう言葉を聞くのは初めてだったが、自分でも社会生活を送る中で、以前から男女で

気持ちの持ち方などが違う部分があると感じていたので、番組を見て男女の体の違い

が科学的に分かり勉強になった。女性の不眠症が多いのは、コルチゾールという副腎

皮質ホルモンが影響しているという話が印象に残った。コルチゾールは抗ストレスホ

ルモンとして男女ともに分泌されるが、特に女性は、女性ホルモンがコルチゾールの

分泌に影響を与えることで、ストレスホルモンを制御しづらくなってしまうというメ

カニズムがＣＧを使って分かりやすく説明されていた。性差によるストレス反応の違

いについて、科学的な説明がされていたことで、正しく理解でき、安心感を覚えた。 

 

○  この番組を通じて、震災時のリスクは女性の方が高いと知って驚いた。被災地で血
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栓が見つかった女性が、被災していない地域の同年代の女性に比べて２倍になってい

たというデータ分析や、最新医療でのリスクや対策の分析、今後の効果的な支援につ

ながる取り組みなどが分かりやすく紹介されていて、非常によかった。番組を見る前

は、「女たちの大震災」というタイトルにやや違和感を覚えたのだが、結果的には納

得のいく番組だった。避難環境の改善策についても、血栓の予防につながる方法など、

実践的な話があり勉強になった。阪神・淡路大震災については、まだまだ分かってい

ない事実も多いと言われているので、ＮＨＫが震災から２０年以上過ぎた現在でも、

被災した男女１万人以上にアンケート調査を行って分析していることは、今後につな

がる取り組みとして大いに感心した。有働由美子アナウンサーが出演していたことに

は、最初は「またか」という気もしたのだが、彼女は阪神・淡路大震災やほかの大災

害の時も、現地で精力的に取材しているので、番組末尾のコメントには説得力もあり、

心に響いた。いつ来てもおかしくない巨大災害に備えるために、私自身にとってもと

ても勉強になる番組であり、より多くの人に見てもらいたいと思った。熊本地震の避

難所でリーダー役を務めた方が、避難所において大切にしたのは「ふだんの生活を少

しでも取り戻したい」という女性の声だったと話していたが、その言葉に、普通の日

常生活がどれだけ重要かということを改めて感じた。この番組を見て、どんな状況下

でも人を思いやれるような人でいたいとも思った。 

 

○  これまでも震災関連番組はたくさんあったが、この番組は女性を主軸に、これまで

にない視点から作られていて、話題作りとしてすごく有効だったと思う。また、震災

に関するテレビ番組をすでにたくさん見てきて、もう十分だと思っている人にとって

も、新しい視点を与えられたのではないかと思う。ＮＨＫだからこその豊富なデータ

量や的確な分析と合わせて、これまで積み重ねてきた経験などを駆使して、この番組

を作られたのだと思う。一方で、収集したデータの量がもの足りないと感じるところ

もあった。その点は、今後も継続的にデータを積み上げながら、次の番組制作につな

げてもらえればと思う。命を育むそのときに発する女性の力は、男性以上に強いもの

がある。この番組を通じて、女性の力が地域の力となっていくことを改めて感じるこ

とができ、すごく充実した気持ちで番組を見ることができた。一方、冒頭のシーンで、

有働アナウンサーが正面を向いて視聴者に語りかけた後、突然カメラアングルが９０

度変わって、真横から有働アナウンサーを映すカットになったが、どのような演出意

図でそうしたのか分からず、不思議に思った。 

 

○  番組を見てさまざまなことを知ることができたし、制作者が伝えようとした以上の

ことを感じられたように思う。災害時には被災者に優先順位をつけて対応しなければ

ならない点についても、老人や子どもなど、これまでの既成概念としての弱者を優先
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させるだけでは不十分なこともよく分かった。また、隣接県をはじめとする他の地域

との包括的な連携の大切さについても、改めて思い至る番組だった。有働アナウンサ

ーの被災者への誠実な取材姿勢や、親しみやすさが印象的で、とても見やすい番組だ

った。今後必ず起こると言われている巨大災害に対して、どのように備えたらよいか

についてもクローズアップされていたのがよかった。 

 

○  性差医療やリエゾン医療についてあまり知らなかったので、学ぶことがとても多か

った。私は、個人的に女性の方が強いイメージがあったので、この番組を見て考えを

改めた。体のつくりというより、精神的に女性の方が強いと思っていた。男女の違い

について、科学的に分析していて、分かりやすい紹介の仕方だったので、とても納得

した。この番組を見たことによって、被災したときのふるまい方や、周りへの気の配

り方が変わったと思う。「熱があるくらいで治療をしてくれと言うのは申し訳ないと

思い、子どもと一緒に市販の薬を飲んで忍んでいた」という女性が紹介されていたが、

日本人ならではの気遣いや奥ゆかしさが、逆に本人には辛い思いをさせることになっ

てしまった。この番組を見たことで、周りの人たちも声をかけられるように変わって

いくと思う。それは男女関係なく、みんなが助け合うということであり、そういった

気付きにつながるきっかけとして、もっといろいろな人にこの番組を見てほしいと思

った。熊本地震の避難所で活躍した女性たちの話があったが、男性もおられたようだ

ったので、インタビューの中で男性の意見も聞いてもよかったのではないかと思った。

全体を通して、ほとんど女性の意見を基に作られた番組なので、身体、心のことは別

としても、最後の方にでも男性の声をもう少し拾ってもらいたかった。非常に勉強に

なり、さまざまな発見のあるよい番組だった。一方で、この番組のタイトルについて

は、「女たちの大震災」の部分に目が止まり、これまでとあまり変わらない感じの震

災番組のように思ってしまった。新しい切り口である「最新医療が迫る」という副題

の部分をもう少し立てたほうが、もっと多くの人に注目されたのではないかと思った。 

 

○  避難所生活を余儀なくされるような大きな災害が起こったときに、体と心のリスク

に大きな性差があるということが体系的に調査され、その原因も解明されつつあると

いうことが、この番組を通して初めて知ることができた。このことをしっかりと研究

している研究者がいることに、「さすが日本だ」と改めて思った。さまざまな事例の

紹介があったが、最後に有働アナウンサーが話していた言葉が、非常に説得力があっ

た。大規模災害発生時の対応について、これまでＮＨＫはさまざまな視点から番組を

制作しているが、こうした課題について、体系的にまとめた番組を制作する、あるい

は本にまとめるといったことをしてはどうか。単発の一つの切り口ということだけで

はなく、包括的にいくつかの視点を網羅した番組があったらよいと思う。行政の動き
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も一部紹介があったが、日本全国どこでも標準的にこのような取り組みができるよう

にするにはどうしたらいいのか考えなくてはいけない。地域によって温度差があると

思う。災害は、どこで起こるか分からないので、全国的にどこでも標準的に対応でき

るようにするためにはどうしたらよいか、踏み込んだ提案をぜひしていただきたい。 

 

○  性差医療は初めて聞く言葉だったが、番組を通じて、ストレスによる血圧上昇や、

コルチゾールによる心の問題、妊婦のリスクなど、女性特有のリスクについて理解で

きた。また、熊本地震の被災地の取材で、「日常を取り戻したい」という言葉が出て

きたが、日常を肯定するというのは女性的な価値観なのかなとも思った。一方で、血

圧上昇とエコノミークラス症候群について、女性はトイレを我慢して水分をとらない

ため、血栓ができやすいという話があったが、トイレを我慢して水分をとらないのは

性差によるものなのか疑問に感じた。女性がトイレを我慢する傾向にあるのは、社会

的な原因があることも十分理解しているが、男性だってトイレを我慢して水分をとら

なければエコノミークラス症候群になる。また、熊本地震の被災地で、子育てをして

いる女性が、子どもの世話と周りへの気遣いでストレスを抱える例が紹介されていた

が、子育ては女性が行うという社会的な環境が前提になってしまっている結果であっ

て、性差とあまり関係がないかもしれないと思った。そういうことを思いながら見て

いたが、全体的にはおもしろかった。一方、「男たちの大震災」という番組は成立す

るのか、男性特有のリスクはないのか知りたいと思った。この番組だけでなく「女性

の～」という番組が多い一方で、「男性の～」という番組は非常に少ないということ

からも感じるように、なんとなく男性中心の社会を前提に、物事を考えるという環境

になっていること自体が、やはり問題なのではないかと思った。 

 

○  有働アナウンサーが出てきたとき、「またか」と思った一方で、彼女が阪神・淡路

大震災の時に熱心に取材していたことも覚えており、当時取材を受けた神戸の知人た

ちからも非常に評判がよい。震災当時、女性で被災地を取材していた人は、おそらく

たくさんはいなかった中で、実際に２２年前に取材をしていた有働アナウンサーは、

この番組のキャスターとして非常にふさわしいように思った。性差医療の話は、非常

に興味深く拝見した。性差については、女性特有の体の仕組みによるものがあるのだ

と思うが、一方で、やはり社会や文化が引き起こしている部分もあるのではないかと、

考えながら番組を見た。例えば、阪神・淡路大震災の場合は、他の震災の場合と異な

る点があったと思う。被災者の中でも、職場が大阪にある男性は仕事に出ていき、女

性だけが神戸の避難所に残って子どもの世話をしたり、あるいは一人で取り残された

りというような状況の中で、大きなストレスがかかっていたということがあると思う。

東北の場合は、職場が津波で全部流されてしまったこともあったので、男性も女性も



7 

 

一緒に避難所にいた状況があった。男性は仕事を失うと精神的に弱いようで、当時は

男性のうつが多かったという話を聞いた。そういう場合、もしかしたら東北と神戸で

は、性差による病気のデータが異なってくるのではないか、ということも考えた。日

本は災害が非常に多く、ＮＨＫは日ごろから防災・減災のために綿密な取材を積み重

ねているので、例えば、災害時の性差医療のデータを、もっと深掘りして追っていく

と、比較検討によって神戸とは違うリスクを浮き彫りにできるのではないかと思った。

また、女性がトイレの回数を減らすために水分補給を控えたり、トイレを我慢する女

性が多かったりするというのは、そういう心理を育む文化の問題もあるのではないか

と思う。私はそういう文化自体は、女性特有の恥じらいや慎みといったものも生んで

おり、非合理であっても、なくなってよいものではないと思う。このように、いろい

ろなことを考させてくれる番組は、私にとってはとてもよい番組に該当するので、本

当に見応えがあった。有働アナウンサーが最後に話していた、「災害は社会のひずみ

を浮き彫りにする」という言葉にも非常に共感した。今回、災害のストレスが女性に

大きな負担を強いるというようなことを解明したわけだが、そういうことを明かして

不安をあおるだけでなく、それに向けた対処方法があることや、新しい取り組みが始

まっていることを最後に紹介していたのも非常によかった。 

 

○  震災で受けた心の傷がなかなか癒えないということはこれまでも聞いていたが、被

災者の女性に血栓ができやすく、かつ、脳卒中のリスクを抱えたまま、今も不安な生

活を送っているということを初めて知り、大震災の後遺症の深刻さを改めて認識した。

最新医療の分析で新たな事実が明らかになったということだが、阪神・淡路大震災か

ら２２年が経ち、入院・診察記録や産婦人科医のアンケートなどのデータがかなりあ

るにもかかわらず、今日まで性差による被害の原因解明が行われてこなかったことは

信じられない。ＮＨＫは被災者を対象にアンケート調査を行い、２０年間に延べ１万

人以上からデータをとっているということなので、個人情報保護という点は配慮しな

ければならないが、このようなデータを行政や病院に提供して、今後の被災者支援に

役立ててほしい。番組では、性差医療が最新の研究分野だと紹介していたが、脳の構

造やそこでの化学反応機能における男女差の存在、そして男女を区別した治療法の開

発の必要性を提唱しているアメリカの神経学者を紹介した１０年以上前の記事をイ

ンターネットで見つけた。本当に最近になって明らかになったことなのだろうか。 

 

○  とても心に響く内容だった。阪神・淡路大震災から２２年が経ち、街も復興する中

で、心の傷だけでなく、体の問題が最新医療により明らかになっていることに驚いた。

血栓が再発して病気につながってしまうリスクなど、分かりやすく説明されていた。

女性特有の問題や悩みを発することができない悲しさを知り、阪神・淡路大震災から
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学ぶ教訓を生かしていくべきだと強く感じた。東日本大震災でもエコノミークラス症

候群を発症する人が多く、改善点や問題点が浮き彫りになったということも知ること

ができた。熊本地震で授乳スペースや団らんスペースなどを取り入れていることをニ

ュースで知り、これまでの災害を教訓に少しずつ被災時の対策が改善されてきている

と感じていたが、番組を通じて女性が強く声をあげられる環境がまだないことが分か

り、自分自身いつ被災するか分からない中で、さまざまな知識を身につけられたよい

番組だった。また、大震災による被害という視点だけでなく、ストレスが原因で心も

体もボロボロになってしまう現代社会にもつながる問題も感じた。 

 

  (ＮＨＫ側)  

この番組をきっかけに、皆さんに本当にたくさんのことを考え

ていただけたことがありがたい。一人一人のさまざまな意識を覚

醒するのが優れたドキュメンタリーだとよく言われる。お褒めの

言葉をいただいたと受け止める。 

 

  (ＮＨＫ側)  

この番組は、大阪放送局報道部と神戸放送局が共同で制作した。

女性の記者とディレクターもチームに入っている。 

データの量がもの足りないという指摘があったが、新潟県中越

地震でも、ほぼ同様の数字が出ており、そういう傾向があるとい

うことは確かだと専門家の意見も一致していたので、阪神・淡路

大震災のデータも取り上げた。 

キャスターを斜め向きで映す演出については、今回の番組に限

らず、他の番組でもオーソドックスになりつつある演出で、ずっ

と正面から顔のアップだけよりも伝えるよりも伝わるのではない

かと考えて行っている。指摘は受け止めたうえで、どのような撮

り方がより伝わるのか、今後も考えていきたい。 

メインタイトルについての意見があったが、震災について普通

に語ろうとすると、どうしても男性中心になってしまうのではな

いかという問題意識があった。この問題に限らず、日本社会の中

では、あえて女性という視点を強く打ち出した方がいいのではな

いかということで、このようなタイトルにした。 

トイレを我慢する問題については、科学とは別に社会的・文化

的な問題もある。女性の方がトイレでの滞在時間が長いこともあ

ったし、当時はトイレの数も十分ではなかった。その結果、トイ
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レに行きたくても長蛇の列になっていて我慢せざるを得ず、女性

の問題がより顕在化したというのが実態だ。 

東北と神戸で、被災者のデータが変わるのではないかというご

指摘があったが、実は東日本大震災の被災地に関しては、新潟県

中越地震の被災地ほどリスクの男女差は出ていない。もちろん中

越地震のデータの有意性はあるが、それぞれのシチュエーション

や地域性なども含めて、データに違いは出てくる可能性はあると

思うので、この点については引き続き検討していきたいと思って

いる。 

1990 年代のアメリカの研究で、すでに性差医療に関するデータ

が発表されていたのではという指摘について。性差医療は 1990 年

代にアメリカから出てきた。今回の番組では、日本の被災地から

見えてきた課題を伝えるために現地のデータを援用している。た

だ、われわれが共同研究を専門家に持ちかけたことによって、被

災地に関する新たな知見が得られたと考えている。 

 

  (ＮＨＫ側)  

番組の中で 3,500 人の診察記録が出てくるが、あれは神戸放送

局に保存されていた資料である。平成２２年にクラッシュ症候群

を取り上げたＮＨＫスペシャルを放送したのだが、その際に大阪

大学の救急医療から、神戸市内の拠点病院に入院されていた 6,000

人分の１５日間の記録を提供してもらった。クラッシュ症候群は、

ケガが原因で亡くなってしまうケースのため、その 6,000 人のう

ち、ケガをされて入院した 2,500 人の記録を、そのＮＨＫスペシ

ャルでは使用した。そのため、病気で入院した 3,500 人分のデー

タが保存されており、それを掘り起こして、企画につなげたのが

今回の番組だ。近年、情報の提供を受けることが本当に難しくな

っている。それと同時に、入院記録のようなデータの提供は、プ

ライバシーを理由に断られるケースが多く、こういう記録をどの

ようにして残していけるのか、神戸局としても考えていかなけれ

ばいけないと思っている。 

  

NHK 大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２９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、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、事前に視聴してもらった、「ココがズレて

る健常者～障害者１００人がモノ申す～」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、視聴者意向報告と放送番組モニター報告、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) 

  片山九郎右衛門 (公益社団法人京都観世会 会長) 

  小 林 祐 梨 子 (スポーツコメンテーター) 

  佐 野  純 子 (奈良インターカルチャー 代表) 

  原   さ だ (財団法人龍神村開発公社 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 編集部長) 

 

（主な発言） 

 

＜「ココがズレてる健常者～障害者１００人がモノ申す～」 

(１２月２１日(水) 総合 後 10:30～11:15)について＞  

 

○  あれほどたくさんの障害者が出演されていたことに最初は驚いたが、見ているうち

に、この番組の意図が伝わってきて、よい試みの番組だと思うようになった。喫茶店

での障害者の店員への対応をみる番組冒頭の企画で、対応がよくないと判断されたお

笑い芸人を障害者が平手打ちしたところは、正直言って少し抵抗を感じたが、この番

組を見続けていくうちに、バラエティー番組を障害者と一緒に作り上げていくという

スタンスがなぜ今までなかったのかということを考えさせられた。また障害者の方々

が番組に対し、自分たちそれぞれの主張を正しく伝えることを期待していると感じた。

一人一人の個性をありのままに受け止めてお付き合いをしていくことの大切さもよ

く分かったし、一人一人が個人として、異なる意見や考えを持っているということが
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番組を見てよく分かった。また自分にも知らず知らずのうちに差別的なところがある

と気づけたのはよかった。 

 

○  人によって実にさまざまな障害があるということを改めて知って驚くとともに、そ

れを「障害者」という言い方でひとくくりにしてもいいのかということを考えさせら

れながら番組を視聴した。障害者に関する知識が自分にはあまりにもないことを痛感

した。見ていて戸惑ったりする箇所もあれば、笑ったりする箇所もあり、いろいろと

考えさせられる番組だった。ゲストの千原ジュニアさんが言っていたように、健常者

同士でも、例えばぶつかったときに自分に非が無くても瞬間的に謝ってしまうことも

あるが、障害者の中には向こうが悪くないのに謝られるのは嫌だと感じる人もいるこ

とを知った。「ドッキリ」の企画については、ハラハラしながら見るところもあった

のだが、出演者の玉木幸則さんの「この方の場合の正解がこれだったということ。人

それぞれ正解は違う」というコメントにより、人それぞれいろいろな考え方があると

いうことを改めて認識することができた。番組全体としては、ドッキリ企画があった

り、エステ店の障害者に対するリアルな対応を見られたり、障害者のコメントをあり

のままに紹介したり、さまざまな要素が盛り込まれていて、バラエティー番組なのか

トーク番組なのかは見ていてはっきりしない部分もあったが、興味深い内容で、考え

させられた。2020 年の東京オリンピック・パラリンピックでは、世界中からたくさ

んの障害者が日本にやってくる。私たちはもっと、障害者との触れ合いに慣れていく

必要があると、この番組を通じて強く感じた。民放とは異なる切り口で番組を制作で

きるのはＮＨＫの強みだ。このような手法の番組を今後もぜひ続けてほしい。番組を

楽しみながら、同時に考えながら見ていく中で、身についていくものがいろいろとあ

ると思う。番組でも紹介されていたが、援助や配慮を必要としていることが外見だけ

では分からない人々が、周囲からの援助を得やすくなるようにとの趣旨で東京都で作

成された「ヘルプマーク」が、最近ＳＮＳなどで取り上げられるようになってきた。

まだ認知度が低いそういった取り組みも、引き続き紹介していってほしい。 

 

○  放送作家の鈴木おさむさんが番組冒頭で言っていた「ＮＨＫがこの番組を本気でや

るとは思わなかった」という発言や、有働由美子アナウンサーが司会を担当していた

ことからも、この番組にかけるＮＨＫの気合いを感じた。その熱意は評価したい。障

害者も含めて、多様性のある社会実現に向けて、コミュニケーションをどうとってい

くかという観点から考えるところが大いにある番組だったし、自分には知らないこと

がまだまだたくさんあるなと改めて感じた。多くの障害者が出ていたが、障害の原因

となる病気がこんなにもたくさんあることに驚いた。「片足エステは半額にしてほし

い」といった意見や、「邦画に字幕を付けてほしい」といった要望など、ふだん私た
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ちが気づかない、なるほどと思うような提案がたくさんあった。健常者に対して、「障

害者だからといって気を遣わないでほしい」という意見があったが、私自身もやや老

けて見えるからなのか、電車でよく席を譲られ、困惑することがある。先日も、東京

で地下鉄に乗っていると、外国人に席を譲られて驚いた。それこそあまり気を遣わな

いでほしいなと感じるような経験だったのだが、場面や状況に応じて、偏見や先入観

を持たずに、「どうぞ」「ありがとう」「大丈夫です」といったコミュニケーションが

できる社会になるのが一番いいなということを、この番組を見て改めて思った。ちな

みに、この番組をバラエティー仕立てにしたねらいがあれば知りたい。 

 

○  楽しく見ることができた。番組に出演していたお笑い芸人のあそどっぐさんのネタ

も、障害者ならではの内容でおもしろかった。こういったテーマの番組は、重い内容

にしてしまうと長時間見るのがつらくなるので、バラエティー仕立てにした点はよか

った。車いすの障害者が紹介した、夜の街に自分が行くといわゆる“客引き”がいな

くなってしまうというエピソードや、片足エステを半額にするために突撃交渉する企

画も、最後まで楽しく見られた。一方で、「最もズレてる健常者“ＭＺＫ”」を決める

投票結果に細かな点差がついていたが、集計の仕組みが少しわかりにくかった。今回

は健常者と障害者がテーマだったが、このテーマに限らず、広い意味で「自分たちに

近い存在」と「そうでない存在」との間でも、多かれ少なかれこういう意識の違いや

差別の問題は起きるのではないか。例えば私自身も田舎の出身だが、もし外国人が５

人ぐらいの集団で田舎を歩いていると、なぜだか不穏な気持ちになってしまう日本人

も多いのではないかと思う。そういった問題とも一脈通じる気がする。障害者への対

応において、健常者側に意識の違いが潜んでいるのと同様に、障害者が健常者を見る

目の中にも、同じように意識の違いがあるのではないかと感じた。また、障害者から

健常者に対して「気を遣わないでほしい」という発言があったが、どういうときに気

を遣ってほしくて、どういうときに気を遣ってほしくないのか、その判断が難しい。

今後もこういったさまざまな事例をたくさん取り上げてもらうことで、双方の認識の

差を埋めることにつながり、互いの距離ももう少し近くなるのではないかと思う。 

 

○  東京オリンピック・パラリンピックのマスコット選考委員である中川翔子さんをは

じめ、多彩な顔ぶれが健常者の代表として出演している番組だった。喫茶店でのドッ

キリ企画のターゲットはお笑い芸人だったが、これが大阪のおばちゃんだったらどの

ような対応になるのか、そういった企画もぜひ見てみたいと思った。と言うのも、私

自身、現在足首を痛めていて、歩くのが不自由なのだが、今日、地下鉄に乗った際に、

私の様子を見て、前の席に座っていた大阪の方とおぼしき女性が席を譲ろうとしてく

れたときに、大阪のおばちゃんだったら、障害のある人たちに対してどう対応するの
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か、本音も含めて聞けるのではないかと思った。この番組を見ていて、健常者の側が

よかれと思ってやっていることが、障害者にとっては本当に好ましいことなのかどう

かの判断は非常に難しいと思った。ただ、番組の中で玉木さんが言っていた「正解と

いうのは一人一人違う」ということばには、すごく救われた思いがした。一方で、喫

茶店のドッキリ企画で誠実に対応していた小島よしおさんに対して、仕掛け人が「対

応がおもしろくない」と言ったのはどうなのか。バラエティーだからいいのかもしれ

ないが、障害のある人に対してどう対応すればいいのか、この番組を通して真剣に捉

えようと思いながら見ている者としては混乱した。また、健常者と見た目が変わらな

い障害者たちが、番組の最後のほうで「自分たちにも気を遣ってほしい」と言ってい

たが、一方で「気を遣ってほしくない」という別の障害者の方々の意見もそれまでに

取り上げられており、気を遣うならどういうところに気を遣う必要があるのか、障害

の種類やケースも踏まえてももっと細やかに知りたかった。 

 

○  障害者と健常者が本音で話す番組は今まで意外と無かったと思う。「気を遣わない

でほしい」という障害者の発言や、「健常者のここがずれている」というさまざまな

指摘、邦画に字幕をつけてほしいという意見や、精神障害であることを職場でカミン

グアウトした際の、健常者のぶしつけな質問に関するエピソードなど、障害者のさま

ざまな本音に触れられたところがとてもよかった。ただ、ドッキリの企画の最後に、

芸人が障害者に平手打ちされた演出はどうなのか。また、ロンドンパラリンピックの

全盲の金メダリストである秋山里奈さんのエピソードでは、地道に努力して世界一に

なったのに、障害ばかりが注目されて取り沙汰されてしまうのが嫌だということを言

っていたが、それに関して出演者が、民放の特集番組をあえて示唆するような発言を

したりしたときには、正直言ってハラハラした。義足の大西さんが、片足だからとい

う理由で、脚やせエステを半額にする交渉に行かれたのはすごい勇気だと思った。こ

れは本人の発案による企画だったのか。最後に玉木さんが「最もズレてる健常者」と

して選ばれた平成ノブシコブシの徳井健太さんに対して、同じスタートラインに立っ

ていることをたたえながら、これからも仲間として一緒に進んでいこうと励ましたこ

とばや、放送作家の鈴木さんに、これからも共にやっていこうと呼びかけたことばに

は胸を打たれた。有働アナウンサーの結びのコメントもとてもよかった。「ヘルプマ

ーク」が援助の必要な方のためのマークということを知らない人も多いが、そういう

ことを知ってもらうためにも、こういったバラエティー番組は必要だと思う。総人口

の１０％の人が何らかの障害を持っていると言われている現代社会で、高齢者や障害

者のためのバリアフリー対策は重要なテーマであり、けがをした人や妊婦も含めて、

みんなにとって優しい社会になっていくためにも、このような番組が果たす役割は大

きいと思う。誰もが病気や事故でいつ障害者になるか分からない中で、若い人たちに
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見てもらうための工夫も重ねながら、引き続きこういった番組をぜひ続けていってほ

しい。 

 

○  バラエティーとしてすごく斬新な番組で、放送時間帯もとても見やすかった。自分

自身に障害者に対する知識があまりないので、最初は笑っていいものかどうか戸惑っ

た部分もあったが、言いにくいところまで切り込んでおり、とても意味のある内容だ

ったので、最後は笑って見ることができた。「最もズレてる健常者」を“ＭＺＫ”と

現代風に表現していたのはバラエティーならではだった。この“ＭＺＫ”の得票数は

徳井さんが突出して多かったが、ゲスト全員に一票は必ず入っていたところを見ると、

「これが正解」という対応はないということを実感した。障害者 100 人の意見を番

組中にすべて出すのは難しいと思うが、もし今後番組が続いていくのであれば、例え

ば共通した一つのテーマに関して、○×形式で障害者それぞれの意見の違いを掘り下

げていけるような企画をやってみるのはどうか。そうすれば、多少でも参加している

障害者の意見の多様性が表現できるのではないか。ドッキリの企画では、私もあの場

にいたらザブングルの加藤歩さんと同じことをしていたと思う。最後に加藤さんが平

手打ちされたシーンは、ドッキリのような手法ではなくて、検証や実験というスタイ

ルでもよかったのではないか。また、今回は大きく「現状編」と「要望編」の２つの

テーマに分かれていたが、現状と要望は双方で交錯するところもあり、テーマとして

は、あまり明確に分けられるものではないように思った。「マタニティーマーク」で

さえ認知度が低いので、「ヘルプマーク」はもっと認知度が低いと思う。カンニング

竹山さんも言っていたが、さまざまなマークを浸透させていくためにも、番組で取り

上げることが大事だと思う。 

 

○  放送をリアルタイムで見ていたが、そのときは喫茶店のドッキリ企画での平手打ち

のシーンを見て、やり過ぎなのではないかと思った。今回、改めて全編を通して番組

を見たが、最後まで見たところで、「なるほど、そういうことだったのか」と思えた。

「腹を割っての話し合い」ということばが出てきたが、現実的な難しさを感じるとこ

ろもある。昔から要望活動というのはあるが、今はだんだんとその方向性も変わって

きていて、例えば「バリアフリー」ということばも、障害のあるなしにかかわらず、

もっと広い意味で、誰もが利用しやすいスタイルに社会全体を変えていくことをめざ

す「ユニバーサルデザイン」や、「ピープルデザイン」という言い方に変わってきて

いる。例えば、シャンプーの側面に掘られたギザギザした溝は、目に障害のある人で

もそうでない人でも、入浴時に分かりやすく使えるようにすることを意図したユニバ

ーサルデザインだ。そういった紹介があってもいいのではないか。邦画に字幕をつけ

てほしいという要望は、とても興味深かった。私の目の見えない友人に、カップラー
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メンに入れるお湯の適量を手で触れて判断する人がいる。また別の目の見えない友人

は、夜中にラーメンが食べたくなったら、インターネットの地図のナビゲーションシ

ステムを用いて、一人でたくましく歩きながらラーメン屋に行っている。障害がある

中で、みんなこういう工夫をしているということを紹介するバラエティーがあっても

いいと思う。当事者だけでなく、周囲の支援者にも当然いろいろな考え方があると思

うので、もう少し多角的に深く掘り下げてほしかった。100 人の障害者の個性がすご

くよく出ている一方で、７人の健常者のゲストの印象が薄かった。バラエティー番組

でトップを張るような人たちだが、そんな人たちの影が薄くなるほど障害者の個性が

光っていたのもおもしろく感じた。 

 

○  非常にハードルの高い問題が出されていて、思わず自分だったらどうするかなと考

えた。判断に困るシチュエーションばかりだった。例えば喫茶店のシーンでも、小島

よしおさんが絶賛されて、加藤さんが平手打ちを食らうほどだめだと判定される違い

が私には分からなかった。この「分からない」という事実こそが自分の現実だと気づ

いた。ただ、平手打ちのシーンには、ある種の不快感を覚えた。あれは彼女自身が、

いろいろとずれている人たちに対して日ごろから思うところもあって、自分から提案

したのならば納得できるが、演出ならばやり過ぎだし、品がないように思う。あの平

手打ちは彼女の気持ちなのか演出なのかが気になった。番組を見ていて知らなかった

ことがたくさんあったので、いかに自分が日頃から健常者の立場からしか物を考えて

いないか、見ていないかということを痛感した。それは、日頃から障害のある方と接

する機会がほとんどなく、彼らの本音を聞く機会がなかったからだと思うので、彼ら

の声を拾い上げて、それを多くの人に届けるというこの番組は非常に貴重だと思うし、

今後もぜひ続けてほしい。今回、健常者よりも障害者のほうが多く出演しており、非

常に圧倒されたが、これもひとえに、「バリバラ」をずっと続けてきたＮＨＫの番組

に対する障害者の信頼や共感があったからこそだと思う。司会の有働アナウンサーは、

いろいろな番組に出すぎかなという気も若干したが、難しい場面でもことばの使い方

に配慮が行き届いた司会ぶりで、さすがだった。 

 

○  障害者に対して、ついかわいそうだとか、不自由で大変だろうという気持ちになる

が、親切心でする健常者の行為が、障害者にとっては余計な気遣いだということや、

おせっかい、あるいは上から目線だというふうに受け取られることを気づかせてくれ

る番組だった。ただ同時に、正解は一人一人違うと出演者の玉木さんも言っていたが、

障害の種類や程度によって受けとめ方がさまざまで、正直なところ障害者への接し方

は難しいとも感じた。バラエティー番組とはいえ、ゲストに、「最もズレてる健常者」

である“ＭＺＫ”のらく印を押したりすると、番組のねらいに反して、障害者に接す
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ることに臆病になったり、障害者を敬遠する人が出てきたりしないだろうか。いずれ

にしても今後も第２弾第３弾を企画して、できるだけ多くの方に見てもらうような手

立てを講じることで、健常者と障害者の間のずれを徐々に狭めて、バリアフリー社会

の実現に少しずつつなげていくことを期待する。 

 

(ＮＨＫ側)  

この企画は、昨年８月２８日(日)に放送した「バリバラ」の企画

「検証！＜障害者×感動＞の方程式」のゲストであった、放送作

家の鈴木さん発案の企画だった。総合テレビで放送することにな

り、ふだんの「バリバラ」の視聴者だけでなく、福祉や障害者問

題に関心のない視聴者層も想定して、バラエティー仕立てにした。

できるだけたくさんの障害者に出ていただいて、その本音を聞こ

うということを心がけた。「バリバラ」と比べて少し内容が表面的

ではないかというご指摘もあったが、より多くの方々に見てもら

いたいというねらいでそのようにした。この時間帯としては視聴

率も好調で、ふだん福祉問題にあまり関心のない方にも見ていた

だけたのではないかと思っている。 

 

(ＮＨＫ側)  

できるだけ多くの人に見てもらいたいということと、いわゆる

“感動ポルノ”ではなく、ありのままの障害者像を伝えるための

切り口として、バラエティー仕立ての演出が効果的なのではない

かと考えた。昨年８月に放送したバリバラ「検証！＜障害者×感

動＞の方程式」で、“感動ポルノ”ではない障害者像をどう伝えて

いくか、そのためにはどういう形がありうるのかについて、放送

作家の鈴木さんとともに考えた結果、バラエティーというスタイ

ルにして、ふだん「バリバラ」のような福祉番組を見ていない視

聴者や、障害者との接点もあまりない人たちに、まずは番組を見

てもらうきっかけとすることを目指した。障害者とひとくくりに

いっても、障害者どうしでも意見が違うことや、もともと健常者

が持っているイメージと実際は違うこと、そういったことを伝え

るのが一つのねらいだった。もう一つは、人と人とが接するうえ

で、無意識のうちに差別意識を持ったり、ついつい思い込みで対

応をしてしまったりするところが少なからずあるということに気

づいて、考えるきっかけを持ってもらいたいというねらいもあっ
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た。「少しやり過ぎではないか」というご意見もあったが、エステ

の企画や喫茶店のドッキリ企画は、どういったときに健常者に対

して嫌だと感じるのか、いろいろと議論したうえでできた企画だ

った。“ＭＺＫ”を設定したのは、鈴木さんとの構成の議論で、バ

ラエティーの形を作っていく中で出てきたアイデアの一つだ。現

在、出演いただいた 100 人の障害者に、番組に出てどうだったか、

今後の改善点も含めて、全員に聞き取り調査をしており、今後の

番組制作に活かしていくためにも、今回の取り組みを丁寧に検証

していきたいと思っている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月３日(火)の「“春日さん”と暮らすまち～奈良・春日大社を支える人々～」（総

合 前 7:20～7:59）について。春日大社を“春日さん”と親しみを込めて呼んで支え

る地元の人たちが、とても優しくて誇らしそうな笑顔で話をされているのが印象的だ

った。その人たちの様子からも、人々に愛された、とてもいい町であることが伝わっ

てきて、奈良をより好きになった。春日大社には何回も行っているのだが、番組を見

て新しい発見もあったので、また改めて訪れてみたいと思った。 

 

○  長らく春日大社には行っていないが、またぜひ訪れたいと思わせる番組だった。大

阪でも住吉大社を親しみを込めて「住吉さん」と言うのだが、このような呼び方は関

西特有のものなのかということに改めて思いも至り、非常にいい番組だった。これは

日本のコミュニティーのあり方の一つの原点だと思った。神社をコアにして、その周

辺にコミュニティーができて、そこできちんとコミュニケーションが取られていると

いうあり方が表現されていた。「ココがズレてる健常者」でも、障害者とのコミュニ

ケーションについて取り上げられていたが、会社などのコミュニティーの中でも、円

滑なコミュニケーションは現在非常に大きな課題になっている。春日さんの町のよう

な形でコミュニケーションがうまく取れていると非常にいいのだが、どのように建設

的にコミュニティーを作っていくのかというのが今の日本社会の課題だ。大阪府下で

も、自治会への加入率がどんどん低くなっている。もし災害が起こった場合、避難な

どの対応がやりづらくなるなど、いろいろな課題がある。そういったコミュニティー

のあり方も含めた課題提起や、参考となるような取り組み事例を、今後もぜひ番組で

紹介していってほしい。 

 

○  父親の代から引き継いで頭屋をやっている７７歳の男性が、非常に緊張している様
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子が印象的だったが、土地に息づく神さまの存在を心から身近に感じていることが伝

わるような敬い方や接し方がほほえましく、無事に頭屋のお勤めをやり遂げたときの

ほっとした表情や様子も自然に撮影できていて、とても共感を覚えた。番組で紹介し

ていた神事だが、もう少し厳かなシーンがあってもよかったのではないか。時間帯や

明りの色、光の加減など、春日大社の繊細で厳かな空気感が伝わるような撮り方を意

識してもらえると、なおよかった。道の整備や樹木の手入れに取り組んでいるボラン

ティアの方々の丁寧な仕事ぶりは素晴らしく感じた。ただ少し気になったのが、番組

の中で、平安時代から春日山原始林は伐採や狩猟が禁じられてきたと紹介されていた

が、私の認識では、確か社は奈良時代の神護景雲２年（768 年）に創建されたはずだ。

また春日山についても、植樹によって木を増やしていったという認識でいたので、番

組の説明と自分の認識が異なるなと思った。なお、春日大社と興福寺とは、神宮と神

宮寺の関係なので、春日大社の歴史を語るうえで興福寺を切り離すのは無理がある。

春日さんを紹介するうえでは、興福寺との関係性も含めた歴史的な観点からも取り上

げたほうが、もっとわかりやすかったのではないか。 

 

○  春日さんを支える人たちをいろいろな角度から紹介していて興味深かった。特に

糸井神社のお渡りの取り上げ方は非常に充実していて、よかったと思う。春日さん

を支える人々は私の知り合いにもいるが、歴代支え続ける人々も比較的多いのでは

ないかと思う。若宮おん祭と合わせて、昨年には式年造替もあったので、ここ２～

３年は、特に東の方やならまち辺りを中心とする奈良の町全体が盛り上がっており、

地域の活性化という点では非常によかった。ただその一方で、コミュニティーとし

ての課題も浮き彫りになってきている。静岡に住んでいた友人が、夫婦でふるさと

に戻ったら、神社のコミュニティーに参加せざるを得なくなり、結構な時間が奪わ

れている、と嘆いていた。それに参加しないと、“村八分”になるのでつらいという。

町内会の活動もそう言えるかもしれないが、それに耐えられない人々がものすごく

増えてきている。町内会はゼロでいいのか、神社を支える人々がいなくなってもい

いのかという重要な問題につながってくると思うので、コミュニティーのあり方を

考える番組は必要だと思う。 

それから、春日大社と興福寺とは切っても切り離せない関係で、もともと両方と

も藤原氏が建てたものであり、藤原氏以外は宮司になれないという厳然たる慣例が

今でも続いている。春日さんをお支えしている人々が今でも増えており、奈良県内

に分散しているのも、そもそも興福寺の領地が中世の末ぐらいから近世にかけて県

内各地に広がっており、その流れで春日大社を支える人々が形成されたという歴史

があるからだ。興福寺と切っても切り離せない縁があるので、これに触れないのも

少し乱暴だと思う。また、川西町の糸井神社が急に出てきたが、これでは初めて見
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た人は春日さんとの関係が分からないのではないか。また、お伊勢さんの式年遷宮

と、春日さんの式年造替とは何が違うのかというと、これは、お宮を全く新しく造

って移すか、建て替えるかの違いであるが、式年造替に近いことを行っている神社

が全国にはいくつかあると思うので、そういうことも含めて取り上げるのもおもし

ろいのではないか。 

 

○  春日大社には一度しか行ったことがないが、本当にいい神社だなと体で感じた。田

んぼの稲が倒れないといった話も出てきたが、神に守られているのだと思った。日本

人が太古から何かに対して感謝をするとか、偶像ではないものに感謝をするというこ

とが根底に流れているのだろうと思う。ＮＨＫの作るドキュメンタリー番組は、わか

りやすく映像もきれいですごく好きだ。番組の途中で出てきた奈良ざらしが春日さん

とどういう関係があるのかがあまり分からなかったが、お正月に神々しくすがすがし

い番組を見せていただいたと思う。 

 

○  人々の笑顔に心が洗われるような、年始にふさわしい内容だった。一つ一つのトピ

ックに分かれているのも、非常に興味深くてわかりやすかった。大名行列の１分への

こだわりや、お米のこだわりなど、「感謝」ということばが全編を通して伝わってき

たのがよかった。石の灯籠の職人は、春日大社の石灯籠を任される唯一の職人という

ことだが、今後この方の後継者が出てくるといいなと思った。習わしを受け継ぐ使命

感というよりも、純粋にそのおもしろさを感じて楽しむ気持ちを抱き続けながら、伝

統をつないでいこうとする地元の方のことばがすごく印象的で、そういう姿勢が子や

孫に受け継がれていくのだなと思った。いろいろな場面で子どもや孫が登場したり、

若い人たちが祭りに参加している様子も映っていたので、そういった若い人たちの思

いも聞いてみたいと思った。 

 

○  春日大社には一度も行ったことがないが、新春にふさわしい番組で、とてもきれい

な映像で、初心者にとっても非常にわかりやすい内容だった。 

 

○  春日さんと暮らしている人々がテーマの番組は、今までに何度かあったと思うが、

今回はその集大成とでもいえるような見応えのある番組で、とても楽しく興味深く見

た。神饌田を預かっている８８歳の奥田清司さんが、おじいさんの代から、お春日さ

んを“おかすがはん”と呼ぶそのことばづかいや、稲の穂を持つときに、上から持つ

のではなく、下から受けて持つというような丁寧な手の動き。そして、糸井神社の頭

屋さんの緊張感の漂う様子など、出演されている方々の細やかなことばづかいや体の

動きの中に、春日さんに対する敬意が感じられた。「ならナビ」で放送している「岡
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本教授の大和まだある記」というコーナーの中の、春日さんの元権宮司である岡本彰

夫先生のことばづかいからも、話の事柄に対する敬意がとてもよく表れている。今回

の番組の中にも、だんだんと薄れてきている日本人ならではの大切な精神性がよく表

れていて、楽しく見ることができた。 

 

○  恥ずかしながら春日大社には行ったことがない。ほとんど春日大社を知らなかった

ので、どのエピソードも非常に興味深かった。ただ、欲を言えば、春日大社に関して

何も知らない人にも分かるように、もう少し縁起や立地についての説明があればよか

った。今回、特に私がおもしろく好感を持って見たのは、春日大社には２つの顔があ

るということだ。それは、国の手で守られた大社という顔と、地域の人が支える“春

日さん”としての顔だ。地域の人たちが春日さんを信仰して大事に思っている姿には

非常に好感を持った。気になったのが、春日さんを支えている方々の高齢化だ。おそ

らく若い方も現場にいたと思うのだが、そういった若い方々の表情も見たかった。 

 

○  春日さんの伝統行事を守るために、代々ご奉仕されている町の人々の様子がしっか

りと伝わってきた。このような人々がいなければ、２０年に一度の式年造替も、ある

いは毎年の若宮おん祭もできないだろうというふうに思う。大阪の天神祭の船渡御は、

1970 年代半ばに、氏子の減少とオイルショックで中止になったことがある。そのと

き、大阪商工会議所の佐伯会頭の呼びかけで、渡御行事保存協賛会を立ち上げて、会

員の協力を得て再開されたことを思い出した。それと比べるとやはり、古都奈良の町

の人々の間には、伝統行事をしっかり守っていくという気持ちが根づいていると強く

感じた。新春のゆったりした気分の中で見るのにふさわしい番組だったように思う。 

 

  (ＮＨＫ側)  

春日大社に行ったことがある方もない方も、ぜひ、式年造替で

きれいになったばかりの春日大社に足を伸ばしていただければと

思う。日本のコミュニティーのあり方の原点を感じたという意見

をいただいたが、番組を作ったディレクターのねらいとしても、

地域の伝統を一人一人がどう守っていくのかについて、番組をご

覧になった方々がそれぞれの生活の中で考えるきっかけになれば、

という思いがあった。もっと厳かな神事のシーンが見たかったと

いう意見があったが、そういった神事は秋冬の夜に催されること

が多く、すべての神事を網羅して撮影することはできなかった。

また、興福寺との関係性は避けては通れないという指摘があった

が、この番組はあくまでも春日さんを守る奈良の町の方々の奈良
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愛や春日愛について紹介することが目的だった。春日大社の立地

や縁起、歴史的な背景等については、また別の番組や企画で取り

上げていきたいと思う。 

 

(ＮＨＫ側)  

コミュニティーにまつわる課題に関して、さまざまな示唆に富

むご意見をいただいたが、確かに、昨年度の「クローズアップ現

代」などで、町内会が抱える課題や問題点を取り上げた際には、

視聴者からの反響も大きく、非常に関心が高いテーマであること

がうかがえる。ＮＨＫでは、さまざまな番組で、ＵターンやＪタ

ーン、Ｉターンなどの動きも踏まえて、コミュニティーのありよ

うをはじめ、地域が抱える課題や解決策について多角的に取り上

げているので、ぜひ参考にしていただければと思う。 

 

○  １２月３１日(土)の第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦「夢を歌おう」について。毎年楽し

みにしている大好きな番組だが、今回もおもしろかった。マツコ・デラックスさんと

タモリさんが、ＮＨＫホールの中をさまよう企画があったが、事前に収録したものか

と思いきや、紅白の客席の上のほうに二人が現れた様子が映されたときには、生放送

での同時進行の企画だということが分かり、とても興味深かった。いずれ舞台にたど

り着いて、紅白のステージに乱入するのかと思ったが、結局二人ともＮＨＫホールの

舞台にはたどり着けずに帰っていくという結末で、２人の寂し気な背中が醸し出す雰

囲気がすごくおもしろかった。また、シン・ゴジラの企画で中継リポートした武田真

一アナウンサーの茶目っ気あふれる様子を見て、武田アナウンサーの大ファンになっ

た。ピコ太郎さんもうまく登場されていたと思う。一方で、司会の芸能人については、

ことばの選び方など、もう少し気をつけてほしかった。 

 

○  紅白歌合戦の放送の１週間ぐらい前から、ＮＨＫでは紅白のことばかり取り上げて

いて、ニュースの時間にまで「今晩紅白歌合戦、いよいよ始まります」と言っていた

のはやり過ぎだと思う。せめてニュースの時間帯にはきっちりニュースを伝えてほし

い。 

 

  (ＮＨＫ側)  

紅白については、インターネット上でもいろいろなご意見があ

るが、多様な面から紅白を楽しんでいただければと思う。 
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○  １月７日(土)のザ・プレミアム「二条城 ～戦国から太平へ～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00

～10:29)について。最近、二条城ではいろいろなイベントが催されており、しばしば

訪れる機会がある。そんななじみ深い二条城が、戦国から太平という歴史の中で建造

されていった過程や背景をひもといていく番組で、とてもおもしろかった。“生ける

美術館”ともいえる二条城の美術的な側面を踏まえて、映像もとてもきれいだったし、

ふだんは見られないような国宝の大広間や徳川の寝室など、ダイナミックな障壁画に

彩られた居室を次々と紹介しており、その美しさに感嘆した。戦国から太平にまつわ

るいろいろなエピソードが展開される中で、戦国時代に天守閣を１年で建てるよう命

じられた中井正清という当時の大工の棟梁が、この難題にどう挑んだかというエピソ

ードも、この番組のもう一つの軸だったが、大和郡山城を移築したという説など、知

らないことがたくさんあり、それだけでも一つの番組や大河ドラマが制作できるので

はないかと思わせるくらい、非常におもしろく興味深いエピソードだった。“生ける

美術館”としての美しさと、権力を誇示する役割という、二条城の２つの軸がはっき

りしていておもしろかった。とても充実した盛りだくさんの内容だったので、放送を

２回に分けてもよかったのではないか。一方で、スタジオパートのセットとして、虎

の障壁画で囲まれた国宝の大広間に特別なステージを造り、びょうぶのように出演者

の周りを取り囲む形でモニターを配備して、そこにデジタル映像で二条城の歴史を映

し出していたが、歴史を感じさせる荘厳な大広間に現代のデジタルの演出があるのは

少し違和感があった。一緒に見ていた家族は、こういった演出がなかったら画面が地

味になるのではと言っており、そういう見方もあるのかなと思ったが、“生ける美術

館”と表現している本物の空間に、デジタルという現代の作り物を融合させるのは難

しいと感じた。 

 

○  大きな骨組みのしっかりした広い板場が、二条城の台所として残っている理由に納

得がいって、おもしろく感じた。照明技術により、実物よりもきれいに映像が撮れて

いる部分もあったように思う。また、びょうぶのように配備したデジタルのモニター

だが、ここまできれいに撮るのであれば、もう少し広く見える撮り方や、自然な形で

美しさを捉えるカメラワークもあったのではないかと思った。この時代にはほかにも

さまざまな建築物があったが、政治的な意図があったにしろ、同じ時代に複数の建築

物を建立するために資金を投じられるほど、当時の日本にはお金があったのだと思っ

た。いまだに解明されていない二条城にまつわるさまざまな謎を掘り下げていくよう

な番組も、今後ぜひ放送してほしい。 

 

(ＮＨＫ側)  

映像表現に関するご意見をいくつかいただいたが、番組制作の現場におい
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ては、各職種の担当者がそれぞれ、映像表現のクオリティーを高める努力を

続けている。最近では、デジタル技術を駆使した技法を取り込みながら、映

像表現の質の向上に向けて試行錯誤を重ねている。８Ｋ映像の技術では、ま

るでその場の雰囲気まで伝わってくるような繊細な映像も撮れるようにな

ってくると思うので、今後も映像表現の可能性をさらに広げていけるよう、

引き続き努力していきたい。 

 

○  １月１２日(木)のクローズアップ現代＋「“この世界の片隅に” 時代を超える平

和への祈り」について。静かな共感の連鎖で異例のヒットを続ける映画「この世界の

片隅に」を軸にしながら、戦争に翻弄されながらも、当たり前の幸せを追い求めて、

日々の暮らしを誠実に生きた人々の普遍的な思いに焦点を当て、時代が違えど何ら変

わることのない「人々の思い」や「幸せのあり方」について、改めて思いをはせるき

っかけとなるような心に残る番組だった。漫画家のちばてつやさんや、原作者のこう

の史代さんのことばが印象に残るとともに、徹底した時代考証を通して登場人物たち

の人生を生き生きと描くために、実際に当時の料理を作って、味を確かめ、作品に投

影したという片渕須直監督の真摯（しんし）な姿勢に感銘を受けた。なによりも、つ

つましく人生を送りながらも、たまたま戦争に翻弄されるような時代に生きることに

なった主人公の目線を通して、今の時代に生きる私たちと何ら変わることのない人々

の姿をありのままに描きたかったという片渕監督の思いがとても印象に残った。この

作品はクラウドファンディングの手法で制作資金を集めたそうだが、原作に心打たれ

た人や、舞台となった広島の人たちなど、結果的に 7,000 人を超える人々から 7,000

万円を超える額の出資を受けて制作されたものだという。番組の中でも、実際に出資

した人のコメントとして、「今ある暮らしや家族が突然失われてしまうかもしれない。

けれども、ニコニコしながらずっと暮らしていけたらいい。」とあったが、みんなが

幸せにニコニコ笑いながら暮らせることがなによりも大事だと思った。また被爆２世

の方のインタビューで、「戦争・平和・原爆について次の世代に伝えていくうえで、

効果的な伝え方をやっと見いだせた作品だ」とあったのも印象に残った。ゲストの大

林千茱萸さんの「一人ひとりができる小さなことが少しずつ寄せ集まっていくことで、

これだけの輪が広がったことが希望につながった。これは映画だけではなく、いろい

ろなことにつながっていく可能性を秘めているのではないか」という発言や、「７０

年８０年、これからもずっと若い人に向けて語り継いでいくことで、今私たちにでき

ることを残していかなければならない」というゲストの渋谷天外さんのことばも印象

に残った。渋谷さんは、この番組についての情報もＳＮＳで発信されていたのだが、

その情報を基に番組を見た人から「クラウドファンディングについて勉強を始めます」

というコメントが寄せられたりしており、この番組からいろいろなつながりが生まれ
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ていると感じた。 

 

○  連続テレビ小説「べっぴんさん」について。１２月２４日（土）のクリスマスイブ

に市村正親さんがホワイトクリスマスを歌われたのが非常によく、うれしいクリスマ

スプレゼントだった。ただ強いて言うなら、サンタの衣装ではなく、もう少しかっこ

いい衣装であればよかった。以前から気になっていたのだが、ドラマの中で描かれて

いる神戸と大阪の距離感にはすごく違和感を覚える。当時は神戸から大阪まで行くの

に１～２時間はかかると思うが、瞬間移動のような印象を受けてしまう。 

 

(ＮＨＫ側)  

神戸と大阪の距離感に関するご指摘については、シーンの切り

替えの際に大急百貨店の遠景を入れたりして、距離感を出す工夫

はしているので、ご理解いただきたい。 

 

○  １月１４日（土）のＢＳ１スペシャル「原爆投下 知られざる作戦を追う（前後編）」

(ＢＳ１ 後 7：00～8：50)について。大変おもしろかった。トルーマンが明確な意思

の決断をしていなかったことや、大統領と軍との攻防について非常に丹念に調査をし

ており、見応えがあった。アメリカは文民統制がとれていると思っていたが、軍隊を

管理することの難しさがこの番組で浮き彫りになっていた。今後のＢＳ１スペシャル

にも引き続き期待したい。 

 

○  １２月１６日(金)のかんさい熱視線「響き合う歌～歌人・鳥居と若者たち～」につ

いて。歌人・鳥居さんの壮絶な生い立ちに、非常に大きな衝撃を受けた。悲しみや苦

しみ、生きづらさを鋭く切り取った短歌は、鳥居さんならではの表現だと思う。「こ

とばには力が宿る。人を生かすことも殺すこともある」という鳥居さんのことばには、

セーラー服姿からは想像もできないようなすごみを感じた。一見短歌とは縁遠いよう

な若者たちが、歌集「キリンの子」を買い求めて読むのは、それだけ今の世の中に生

きづらさを感じる若者が多いことを示しているように思う。社会のこのようなひずみ

を是正して、悩める若者を救うためにはどうすればよいかという課題を突きつけられ

たような気がした。 

１２月２５日(日)のルソンの壺～１２月号～「年忘れ！社長の失敗談スペシャル～

成功への“わたしの決断”～」について。成功の裏には数え切れないほどの失敗があ

ると言われており、成功事例より失敗談の方が経営者には役立つということは、以前

にもこの審議会の場で申し上げたが、社長４人に失敗談を語ってもらうという今回の

企画は大変よかった。なぜ失敗したか、どのように危機を克服したのかについては、
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社長と従業員側では意見が異なる場合があるので、社長だけでなく、従業員からも本

音を聞きだすことができれば、より見応えのある番組になると思う。 

  

NHK 大 阪 放 送 局 

番組審議会事務局 
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平成２８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、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、「プサンすてき

出会い旅」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、視聴者意向報告と放送番組モニター報告、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) 

  片山九郎右衛門 (公益社団法人京都観世会 会長) 

  小 林 祐 梨 子 (スポーツコメンテーター) 

  佐 野  純 子 (奈良インターカルチャー 代表) 

  原   さ だ (財団法人龍神村開発公社 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 編集部長) 

 

（主な発言） 

 

＜「プサンすてき出会い旅」 (１２月２日(金) 総合 後 7:30～8:43)について＞  

 

○  プサンを旅することを通して関西を再発見する旅番組で、韓国人の“イラチ”でせ

っかちという気質は関西人と共通するという紹介もなるほどと思いながら見ていた。

最初の方で、キジャン郡ムンドンという小さな漁村を大阪の泉州のようなところと紹

介しており、その後も「ここの地域は大阪のここと似ている」などと大阪とプサンを

リンクさせていくのかと思っていたが、あまり掘り下げずに終わってしまったのが残

念だった。食べ物がたくさん出てきて、見ているだけで大変おなかが減る番組だ。最

初に紹介されたコムジャンオは、伝統料理ということだが、少々見た目がグロテスク

で怖かった。食べ物の中で一番おいしそうだと思ったのが、かぼちゃのボンボだ。韓

国に行ったらぜひとも食べたい。食べ物ばかりでなく、伝統工芸の話にも大変興味を

ひかれた。ただ、伝統工芸に関わる方が「最後の一人になっても頑張る」と言ってい

たのを、最初に見たときは、この代で最後なのだと言っているように受け取ってしま
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い、少々困惑した。パワフルなお母さんたち、優しいお父さんたちというのが大変印

象的な番組だった。日韓問題がいろいろと聞こえてくる昨今だが、街で出会った韓国

のお母さんたちのことばを聞いていると、なんだかほっと安心するような気分になっ

た。 

 

○  この番組を見終わった後、プサンにとても行きたくなった。なぜなら、この番組が

単なる旅番組・グルメ番組ではなく、それ以上に愛を感じる番組だからだ。地元の人

たちが自分の土地をすごくいいところだと紹介しているのも、とても魅力的だった。

また、いろいろな親子を通して、伝統を残す大切さを描いていて、息子さんたちの言

葉がとても印象に残った。螺鈿（らでん）細工のキムさんの息子さんが言ったという

「年をとったらやってみようかな」ということばが印象的だった。海女さん、農家の

キムさん家族、チャガルチ市場の海鮮鍋のソさん親子が登場するところまでは、家族

の話をすごいなと思いながら見られたが、その後も、靴職人、螺鈿（らでん）細工、

麹、クポグクスを作る家族が紹介されたりして、繰り返しが気になった。しかし、総

じてとても温かくていい番組だと思った。 

 

○  私が一番驚いたのは、生きたままのヌタウナギを火に放り込んで豪快に食べたこと

と、地元の人が、日本から来たから特別にと、旅人の口に気前よくおいしい食べ物を

放り込む厚いもてなしをしていたことだ。オープニングから、プサンの山の幸・海の

幸の伝統料理や、人々の元気な姿が表されていて、人口３６０万でソウルに次ぐ第２

の都市であるプサンを田舎から都会までいろいろ紹介していた。普通の旅グルメ番組

とは違って、地域住民たちがみな自分たちの住んでいるところを「最高だ」と言って、

地域や家族を大切にする様子が伝わった。食品衛生の観点から見ると大丈夫なのか、

などと気にはなったが、ホルモン通りのホルモンチャーハンを、焼き海苔に包んでも

らった時の、原日出子さんの涙が非常に印象的だった。これほどの内容だと、制作す

るのに事前取材からすごく時間がかかったのではないかと感心した。 

 

○  地域や食材を紹介する番組はたくさんあるが、この番組は、本当に楽しく、おいし

そうだな、食べてみたいなという気持ちにさせられた番組だった。旅人として出てい

た、若い男性代表・杉浦太陽さんと、女性代表・原さんは、初めて訪れた地で、初め

て口にする食材に対しても、常に笑顔で前向きに楽しんでいて、現地の人たちもとて

も気持ちのよい時間を過ごされたのではないかと感じた。特に杉浦さんが海鮮鍋を食

べた際の「水族館みたい」「竜宮城の味ですね」といった表現は、独特ではあるが、

上手だと感じた。そして、原さんの落ち着いた女性としての対応も好感が持てて、こ

の２人のコンビがすごく気持ちよく、この番組を楽しく見られた大きな要素になって
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いた。今まで韓国へ行っても古墳巡りばかりしていたが、カボチャのボンボなどを見

ると、次にプサンに行くときは、食べ物中心にしっかり旅したいと思った。生マッコ

リもぜひ味わってみたい。とてもプサンに行きたくなる番組だった。 

 

○  大変楽しく拝見した。伝統工芸の靴のシーンで、あの靴は実際どういうふうに使わ

れているのかが分かるような映像が少しあってもいいのではないかと思った。また、

長さ１７キロにわたって続いている城壁が何のために作られたものなのか、歴史的な

興味から知りたいと思った。最近、韓国では文化芸能の保存のしかたについて動きが

あるようだが、プサンの生活と一緒になっているような芸能があれば、見てみたい。

全体的に、大いに韓国に親しみを覚える番組で、見たのが夜だったこともあり、食欲

を刺激された。旅人２人が勇気を持っていろいろなものを食べていたのが特に印象的

だった。 

 

○  すごく楽しい番組だった。冒頭に登場した海女さんは、とても強いキャラクターだ

ったし、続いてのコムジャンオのわら焼きも衝撃的で、最初から驚きのシーンが続き、

プサンの力強さを強く感じた。わら焼きについては、あまりにも衝撃的だったので、

どんな味なのかもう少し知りたかった。日本のうなぎの白焼きとは全然違うのかもし

れないが、例えば、何かと比べて表現してもらえるとよかった。番組は、田舎から町

の観光スポットまで、職人さんも含め、プサンのいろいろなものが詰まっていておも

しろかったのだが、前半に紹介されていた一般の民家を訪ねるのは、おそらく一般人

である私たちには難しいと思うので、「特別におじゃましています」といったコメン

トがあるとよかったと思う。マッコリが女性だけで作られているというのも全く知ら

なかったので、日本の酒づくりとは大分違うのだなと思った。また、細かいことだが、

大阪と似ているということと、関西と似ているというのは若干違うと思うので、大阪

でくくってもらった方が分かりやすかった。 

 

○  プサンの魅力、韓国の魅力を伝えるいい番組だった。今度プサンに行くときには、

ホルモン焼きは絶対に食べに行こうと思ったし、マッコリも必ず飲もうと思った。ま

た、１２月１７日(土)のえぇトコ「心をつなぐ！うまい幸 ～大阪・泉州～」を見た

が、そちらと対で見ると非常におもしろかった。海があり山があり、人情味があって

よいところだという共通点が表れていて、泉州に通じるプサンの非常にいい特色がこ

の番組で出ていたのではないか。また、番組中、ヘウンデの紹介で、カジノという言

葉が出ていたが、取材時は、まだカジノの話題は今ほどは出ていなかったのだろうと

思うが、ＮＨＫがカジノをどう紹介するのか見てみたかった。また、放送協力３０年

ということだが、具体的に放送協力というのはどんなことをしているのか教えてほし
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い。 

 

○  テンポが良く、まったく飽きさせない番組で、なかなかおもしろかった。私は一度

も韓国に行ったことはないが、日本の田舎とプサンが非常に似ているということをし

みじみ感じた。最近、日本のすごさを強調するような番組が他局で多いが、それに比

べてとても自然で、好感の持てる番組だった。ただ、きれいな仕上がりというか、あ

まり生々しくないところが逆に気になった。旅番組全般にそうだが、いい人と出会っ

て、いいごちそうを食べて、それも偶然を装うというようなところがうまくいきすぎ

ていて、少し現実味がほしかった。特に、旅人の２人が、コムジャンオのわら焼きや、

市場でさばいたユムシを刺身にして食べるところなどは、普通の人が、いきなりそう

いう場面に遭遇したら、ためらってしまうと思うのだが、旅人２人があらかじめ知ら

されていたのかどうかということに興味をもった。また、生マッコリなど、現地プサ

ンをよく知らないと把握できないようなものが紹介されており、これはＫＢＳ釜山と

の協力の成果なのかもしれないと感じた。番組で紹介された、今は２軒しかない伝統

の靴作りや、世界的に貴重ながらも残す努力をしないと作る職人がいなくなってしま

うという伝統の螺鈿（らでん）細工、ラーメンに押されて一時期廃れていたというク

ポグクスの話など、日本と同じ状況だと思う反面、そういうレアケースの取材だけで

なく、普通の若い人を中心とした最大公約数的な、韓国プサンの姿がもう少し盛り込

まれてもよかったのではないかと思った。 

 

○  ８０年代後半に韓国語を習って何回も韓国に行っていたので、非常に興味深く見た。

超高層ビルが立ち並ぶ様子は当時とすっかり様変わりしていたが、一方、農漁村部が

２０年前とほとんど変わっていないことに驚きつつ、どこかホッとした。どことなく

日本の田舎の風景に似た農漁村で、日本ではすでにほとんどの家庭で見られなくなっ

たと思われる、オモニ手作りの味噌（みそ）や醤油（しょうゆ）が残っていて、古き

良き田舎の生活や風景に心が温まるような気持ちがした。そのような地域で暮らす人

たちが、自分たちが育てたり取ったりしてきた野菜や魚介類を料理して、旅人に勧め

るシーンがたくさんあった。出ていた食べ物が、ウナギを直火で焼いたものだったり

干しガキだったり、ホルモン焼きやクポグクスだったりと、いずれも高価なものでは

なく、素朴な庶民の食べ物ばかりという点も非常によかった。食べ物を勧めるのはお

もてなしの基本だし、歓迎の基礎だと思うが、そんな人情の感じられる番組だったと

思う。グルメ番組というよりも、食べ物を勧めることを通して、プサンの人たちのも

てなしの心を描いているのだと感じた。その意味でいうと、大阪のおばちゃんが「ア

メちゃん食べ食べ」と言うのも似ていると感じた。もう一つ、すごく印象的だったの

が、登場した人たちみんなが、自分の町を「チェゴ（＝最高）」と話していたことだ。
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自分の町を愛して誇りに思っている人たちは、自分の町を訪ねてきてくれた人に対し

て、ふるさとの良さを分け与えたくて、温かく心を込めてもてなすのだろうと思った。

日本でも、地方を訪ねると、自分の町を愛している人ほど温かく迎えてくれるものな

ので、誰もが「チェゴ」と言っていたことが本当に心に残った。番組全体としては、

あれもこれも紹介して訪ね歩いて、一体何泊ぐらいされたのかと少し気になった。一

般の旅行者には行けないようなところもたくさん紹介していたが、この番組の目的は、

観光ガイドでもグルメガイドでもなくて、プサンの魅力を伝えることだと考えると、

目的は十分達成していると思う。また旅人の原さんと杉浦さんが、とても自然体でよ

かった。冒頭のコムジャンオのわら焼きのシーンは非常に衝撃的だったが、そこで、

灰の中に落ちたコムジャンオをそのまま食べたり、その後も何を出されても全くおじ

けず、口の中にいきなりスプーンでごはんを放り込まれても食べたりと、好奇心をも

った前向きな姿がよかった。さらに、アンニョンハセヨとかカムサムニダの他にも、

やや高度な単語を覚えて、自分たちでコミュニケーションを取ろうとする姿勢に非常

に好感を持った。番組を継続されるようであれば、またぜひ見たい。 

 

○  一般の観光では訪れることがない、農漁村や、都会の路地裏で暮らす庶民の生活か

ら、豊富な地元の食など、ＫＢＳ釜山の協力があったからこそだと思うが、ディープ

で魅力的なプサンがふんだんに紹介されていて見応えがあった。プサンは仕事で何度

も行ったことがあるが、いつも都心部の企業の本社やホテルでの会議ばかりだった。

市街地から少し離れたところに田舎があるということを知って、プサンの別の顔を見

たような気がした。大阪と似ている点があったが、一方で、独立して町に出ていった

子どもたちが週末に田舎の両親を訪ねることや近所同士の付き合い、伝統産業の継承

に努める親子など、家族の絆、隣人とのつながり、ふるさとへの愛が、プサンには残

っているように思った。番組を見て、一度ゆっくりとプサンを訪ねて、町歩きや観光

を楽しみたいなという気になった。大阪についても、外国人観光客には知られていな

い多様な大阪の魅力を紹介する番組を制作し、国際放送で流せば、インバウンド促進

に効果があるのではないかと思う。 

 

(ＮＨＫ側)  

まず、ＮＨＫ大阪とＫＢＳ釜山の放送協力について。ＮＨＫ大

阪とＫＢＳ釜山とは、1986 年から３０年間お互いのニュースの素

材交換を行っている。今回の場合は、お互いに番組を１本ずつ制

作し、それを自分の国で放送した後、互いに番組を送り合い、翻

訳したものを双方の国で放送するというものであり、この番組は

ＮＨＫ大阪が制作した番組である。今年が放送協力３０年という
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ことで、２年ほど前から立ち上げていた企画だ。一昨年の定期協

議以来、双方で共有してきたのが、そこに暮らしている人の暮ら

しぶりを伝える番組を作ろうということだった。出演者の杉浦さ

んと原さんは、いずれも物怖じせずに、現地に行ったら現地のも

のを味わい、現地の習俗に習うということができる人たちだ。実

際にコムジャンオも、怖じけることなく食べていた。当初、国内

第２の都市であること、“イラチ”な性格、野球ファンが熱狂的、

といった共通点が大阪とプサンにあることから、プサンを通して

関西を再発見できるのではないかと考えていた。現地で事前取材

したディレクターから、故郷や家族を大事にする心が息づいてい

るとの報告を受け、懐かしさのようなものを感じてもらえるので

はないかと思った。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月６日(日)の「子育て応援バラエティー・＃ママんざい」(総合 後 1:50～3:00 

滋賀県域)について。番組宣伝を見たときからおもしろそうな番組だと思って楽しみ

にしていた。“子育てチャレンジャー”として、はしのえみさんやスザンヌさん、父

親代表として、杉浦太陽さんが出ていて、非常にほのぼのとした番組になっておりお

もしろかった。その中で大津市の子育て支援アプリ「とも★育」が紹介されるなど、

きちんと情報性もあった。ゲストの中でも、滋賀県出身の尾木ママこと尾木直樹さん

が、絶妙に皆さんのことを褒めてアドバイスをすることでその場の雰囲気が柔らかく

なっていたように感じた。また、会場の声としてお母さんだけでなく、お父さん側の

意見も拾い上げている点もおもしろかった。見たことのある風景がたくさん出てきた

り、言うことを聞かない子どもをたしなめるために東近江市のあたりで古くから言い

伝えられてきた伝説の妖怪・ガオのお話などがあり、やはり滋賀県ならではの番組だ

と思った。この番組の対象は、幼児の子どもを持つ親たちに向けた番組かと思ってい

たが、最後の “ママんざい”のテーマが中学生の子どもだったことに違和感を覚え

た。しかしその漫才を受けて尾木さんが繰り広げた「やる気エンジン」という話は大

変興味深く、とてもおもしろいと思った。 

 

○  この番組のターゲットはママとパパということだが、もっと幅広いと思う。今から

子どもを産む妊婦さんや、おじいちゃんやおばあちゃん、これから子育てに取り組む

人たちにもすごく参考になるので、同世代の人にも見てほしい。クイズの内容も、一

括りでは答えが出せないような考えさせられる内容だったのがまた良かった。漫才も
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上手くつくり込まれていて、シングルマザーのスザンヌさんがゲスト出演していたこ

とも新鮮だった。教育評論家の尾木さんがいることで、番組にまとまりがでていて、

見やすくて勉強になった。尾木さんがアドバイスした「やる気エンジン」の実践結果

も番組の最後に取り上げられていて説得力があり、全体的に実践したいと思うこと尽

くしで、本当に勉強になった。 

 

○  本当におもしろかった。私の中で杉浦さんと尾木さんの評価がすごく上がった。ど

うやって漫才のネタ集められたのかと思い、番組ホームページを拝見した。「みんな

のぶっちゃけ」コーナーでは、男性の愚痴も掲載されており、それも楽しく見た。番

組の中で、全国子育てタクシー協会の存在を知り、和歌山にも子育てタクシーがある

ことを知った。子どもへの共感は最大のコミュニケーションツールであるということ

や、「やる気エンジン」の点火の方法が紹介されていて、それらが子どもの無限の可

能性を伸ばすと伝えていたが、それを見て、私自身、３人の子どもを育てたが無限の

可能性を伸ばし損ねたかなと、少々反省している。番組最後のゲストのコメントとし

て、大人である私たちにとっても今後の日常生活の中で役立つ情報が番組の中にはた

くさんあったという話が出ていたが、本当に参考になった。大津放送局の今後の取り

組みにも期待したい。 

 

○  公開イベントを番組としてテレビで放送することは、さまざまな理由で会場に行け

なかった人にも楽しんでもらえるいい機会になったと思う。ただ、３名のゲストを紹

介する際、「子育てチャレンジャー」と表現していたが、果たして子育てというもの

は、チャレンジするものなのか。もっと真剣なものではないか。子育ては、チャレン

ジするゲームのようなものではないのでは、という気持ちになった。 

 

○  草津市でこんなイベントが行われているのは知らなかった。ゲストも豊富で、尾木

さんをはじめ、いろいろなタレントの方が出ていて、イベントならではのメリハリの

ある構成ですごく見やすくおもしろかった。じっくり腰を据えてテレビを見られない

ような子育て中のお母さんでも、何かしながらでも見られるような配慮を感じられる

作りになっていたのではないか。最初のママんざいのテーマである、「子育ては都会

暮らしがいいか、田舎暮らしがいいか」は、滋賀県だからこそのいいテーマだったと

思う。民放番組で使われている表現のパロディーが入っていたのも、若い世代にはお

もしろく見られたのではないかと思う。滋賀県の子育て支援の話が、うまく組み込ま

れていたのも良かった。 

 

○  子育て応援の取り組みとして大変評価できる番組だと思う。逆に、子育てが終わっ
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た立場からすると、これだけ子育てに悩んでいる方が多いということも再認識させら

れた。それから、大津市の子育て支援アプリ「とも★育」が紹介されていたが、これ

は非常におもしろい取り組みだと思う。今回の番組を通じて子育てタクシーを初めて

知ったが、他の自治体も滋賀県の取り組みをもっと見習った方がいいと感じた。 

 

○  子育てタクシーについて、行政も頑張っているなと非常に感心した。ただし、最初

のママんざいで、子育ては田舎か都会かというような設定があったが、賛否が分かれ

るテーマなので、別のテーマのほうがよかったのではないかと思った。また、生まれ

たばかりの子どもはガッツ石松さんか笑福亭鶴瓶さんに似ているということが取り

上げられていたが、なぜそうなるのかについて、もう少し突っ込んでほしかった。ま

た、キャスターの女性だけが台本をずっと手にしていたことが少し気になった。 

 

○  見終わってまず感じたのは、この番組は何をしたかったのかということだ。ただし、

私はターゲットの視聴者ではないので、わからなかったのかもしれない。その後大津

放送局のホームページを見たのだが、この番組のそもそもの趣旨や成りたちがいまひ

とつ理解できなかった。ただ、公開イベント自体は会場のお客さんも非常に楽しそう

だった。子育てに特化した「生活笑百科」のような番組という感じもしたのだが、漫

才は普通に楽しめたものの、取り上げているテーマがありふれたものばかりで、せっ

かく 500 件近い意見を集めたのに、若干ありきたりな印象を抱いた。滋賀県ならで

はの内容がもっと出てくると期待したが、満たされなかった。 

 

  (ＮＨＫ側)  

滋賀県は一昨年ぐらいから人口が減少に転じ、子育て環境の充

実が非常に大きな課題になっている。５月から県域放送である「お

うみ発６３０」のなかで、「ママんざい」というコーナーを設けて

放送してきた。青空というママの漫才師をナビゲーターにして各

地に出向いて子育てサークルの活動を取り上げ、育児の悩みを聞

いたり、青空の子育て日記を放送したりしてきた。今回の番組は、

そのなかで集まった子育ての悩みやエピソードを漫才に仕立てて

イベントで披露したものだ。タイムリーで、視聴者サービスに資

する企画・視点だったと思っている。イベントの開催では、子育

て世代の集客に不安があったが、「生活笑百科」の子育て版といっ

た形で知名度のあるゲストの方にお越しいただいたこともあり、

400 件 800 人規模の応募があった。会場には託児室を設け、当日

は６０人ほどのお子さんを預かり、パパ、ママに落ち着いた環境
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で漫才を見てもらった。おもしろい番組になったと感じている。

会場に来られた方々は非常に満足度が高かったようで、「ＮＨＫが

子育て世代に目を向けてくれることがうれしい」「託児室がついて

いないと参加できなかった」などという声が聞かれた。初めてＮ

ＨＫのイベントに参加したという人が８割以上で、普段ＮＨＫを

あまり見ない層にアピールできたという意味でもよかった。また、

滋賀県各市町村の子育て支援課との連携が図れたという点でも成

功だったと考えている。ご指摘のあった「子育てチャレンジャー」

という表現については、漫才番組として気楽に見ていただくため

の演出と考えている。「♯ママんざい」としては、これでひと区切

りだが、大津局としては、今後も引き続き、きめ細かく、子育て

に関する情報を発信していきたい。 

 

○  １１月２７日(日)のＮＨＫスペシャル「追跡 パナマ文書 衝撃の“日本人 700 人”」

について。非常に興味深く見た。権力者や超富裕層が、タックスヘイブンを利用して、

資産隠しや税金逃れを行っていること、また、闇の世界のマネーロンダリングの温床

になっているという噂はこれまでも聞いたことがあるが、その実態を明らかにしたの

は、パナマ文書が初めてだと思う。パナマ文書の真相究明について、日本は官房長官

が「日本企業への影響も含め軽はずみなコメントは避けたい。政府としては調査しな

い」と述べるなど消極的だ。そうした中で、ＮＨＫが国際プロジェクトに参加して新

たに発見した日本関連文書で実態が明らかになった。700 人を追跡し、海外メディア

とも協力をして真実に迫る番組で、非常に見応えがあった。取材班の方が、単に電話

での聞き取りだけではなく、入手した住所地にまで足を運んで、最終的に年金資産消

失事件の詐欺罪で収監直前だったＡＩＪの元社長を探し出した。また、知らないうち

に個人名を使われていたケースについては、香港メディアと共同して、ペーパーカン

パニー設立に関わった香港企業を見つけ出すというＮＨＫの取材力に大変驚いた。こ

の取引は非常に複雑で、真相に迫るにはまだまだ大きな壁を越えなければならないだ

ろうが、ぜひとも引き続き真相究明に努めてほしい。 

 

○  １１月２０日（日）のＮＨＫスペシャル「“がん治療革命”が始まった～プレシジ

ョン・メディシンの衝撃」について。自分もちょうどがん世代に入ってきて、周りの

同年代ががんに侵されてきていることや、個人的にもがんの小説を読んでいたことも

あり、引きつけられるように番組を見た。と同時に、重く考えさせられる部分があっ

た。番組を見てよかったと思えたことは、例えば肝臓がんでも、普通の分子標的薬で

は効かず、他のがんの分子標的薬が効くということを初めて知ることができたことだ。
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一方、現段階では手術に勝るがんの治療はないとする意見が気にかかった。結果的に

原因が取り除かれるのはいいことだと思うが、一部を失って、体力的に衰えていくよ

うな選択肢しかないのかという思いに至るような発言であり、現在がんと闘っている

人たちへの配慮がやや欠けていたのではないかと思った。また、治療費として毎月４

０～100 万の費用がかかるということだが、聞いているとどんどん不安になった。こ

の話を突き詰めていくと、自分が患者になったら、最終的には金銭面と家族との生活

を考えながら、死ぬか生きるかを自分が選択しなくてはならないのかということにな

るが、がんになった方のフォローのためにも、そのあたりについても少しでも触れて

ほしかった。今回の番組では、分子標的薬のことだけがクローズアップされていたが、

例えば兵庫県にはがんに特化した医療機関があるというような、自分たちががんにな

ったときに参考になるような情報についても触れてもらえるとよかった。 

 

  (ＮＨＫ側)  

各ジャンルを網羅しながら総合的にがん治療の最新動向につい

て取り上げるシリーズを組むことができればいいのだが、科学医

療分野を扱う番組では、あるジャンルで医学的な進展があったと

きに、そこに焦点を絞って最先端の事例を紹介するという単発型

の特集になることも多い。ＮＨＫスペシャルばかりでなく、ＮＨ

Ｋではこれまでにも何度かがんを特集した科学番組を放送してき

た。がんはいずれ克服できる病気だという姿勢で、この分野の研

究の促進につながるような番組を視聴者に届けていくという気持

ちでこれからも臨んでいく。 

 

○  １１月２４日(木)の「第１回明石家紅白！」（総合 後 7：30～8：43）について。

とてもおもしろかったので、ぜひ第２回の放送を期待したい。 

 

○  １１月２８日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「１０代ＶＳ．プロフェッシ

ョナル 弟子入りＳＰ」について。非常におもしろかった。９人の１０代の若者たち

が各界の一流の人々に弟子入りしたということだったが、番組で取り上げたのは３人

だけで、あとの６人は脱落したのか、それとも取り上げるだけの要素がなかったのか

が知りたかった。ただ、その分野の第一線を１か月だけ体験するというのは無理があ

ると思うし、１年、あるいは場合によっては５年とか１０年といった長期的な取材を

するということも念頭に置けばよかったのではないか。 

 

○  １２月１１日(日)の日曜討論「どう防ぐ？高齢ドライバー事故」について。私が住
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んでいる住宅地も、高齢ドライバーが増えている。最近も近くの駐車場で、急発進し

た車に衝突された駐車中の車が歩道に落ちる事故があり、とても身近な問題として視

聴した。車がなければ生活ができず、車は生きがいだと話される方がおり、それぞれ

の立場によって随分意見が異なることがよくわかった。ただ、番組の中で小説家の羽

田圭介さんが言っていたように、人命を守ることを最優先にすべきで、ある時点で強

制的に免許を返納することも必要ではないかと思った。この問題は、警察庁だけでな

く政治家も真剣に取り組んで議員立法を作ってほしい。日曜討論は政治のテーマが取

り上げられることが多いが、高齢ドライバーの問題は今後ますます深刻化すると思う

ので、引き続き取り上げ、自動運転の開発に取り組む自動車メーカーの開発責任者な

どにも出演してもらいたい。 

 

○  １２月２１日(水)の「あさイチ」を見た。昔の教育テレビでおなじみのキャラクタ

ーである「はに丸」が週刊誌の編集部を訪ね、突っ込んだ質問を投げかけていたのが

おもしろかった。私は最近の報道はやり過ぎではないかと思っていたので、はに丸と

いう何ともいえないキャラクターが切り込んでくれたことでだいぶすっきりした。 

 

○  １２月５日(月)のひるブラ「赤目四十八滝で“リアル修行”！～三重・名張市～」

について。プチ修行と称して足だけ滝水に少し入れていたが、これだけで修行という

のはいかがなものか。見ている方が恥ずかしい。 

 

○  １２月１８日(日)大河ドラマ「真田丸」について。最終回を迎え、私の周りにはい

わゆる“真田丸ロス”の人がたくさんいる。インターネット上でもたくさんのコメン

トが上がっているが、その中で、組織の中でどうやってこれから自分が生きていくか

ということを、この番組を見て改めて考え直したという女性がいた。ドラマの中で、

いかに生きるのかというやりとりがあったが、すごく感じるものがあったようだ。人

間臭さが描かれていたり、誰かのために生きていくということが描かれていたり、と

ても見応えのあるドラマだった。次の大河ドラマも楽しみにしたい。 

 

○  １２月１７日(土)の土曜ドラマ「スクラップ・アンド・ビルド」について。非常に

おもしろかったが難しかった。ＮＨＫならではのドラマだったと思う。人生の展望を

持てずにいる若者が非常に多いのでその行動をドラマ化したということだが、ドラマ

的な盛り上がりが今ひとつな印象だった。 

 

○  連続テレビ小説「べっぴんさん」で、主人公の娘であるさくらのものとして近江の

坂東家で使われている布団が滋賀の産地の物で、地元の方がすごく喜んでいる。滋賀
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県がドラマの舞台のひとつとして取り上げられていることで、地元では静かに盛り上

がっている。 

 

○  連続テレビ小説「べっぴんさん」について。大急百貨店の担当者が、悪い人ではな

いがなんとなくお高くとまった関西のエリートのおかしさもあって、非常におもしろ

い。百貨店に支店を出してから、登場人物の幅が広がって少し笑いも増えてくるので

はないかと期待している。もうひとつは、逆光について。使い方によっては場面がす

ごく美しくなったり、場面自体に意味を持たせたりする効果もあると思うが、このド

ラマでは必要以上に使っている印象がある。もともと役者の表情が見えづらいという

不満があったのだが、高齢者の方が画面自体がまぶしくて見えにくいと言っていたの

が気になった。視聴覚のバリアフリーについては、公共放送として気を付けなくては

いけないと思うし、そういう声があればすくいあげてもらえるとありがたい。 

 

  (ＮＨＫ側)  

逆光についてだが、今回は撮影方針として、光の効果を重視す

る映像設計にしているが、画面が見づらいという指摘があったこ

とは、ご意見として受け止めたい。 

 

○  １１月２６日（土）のＢＳ１スペシャル「ＰＫＯ ２３年目の告白（前後編）」（Ｂ

Ｓ１ 後 7：05～8：50）について。大変見応えがあった。この番組は以前「ＮＨＫ

スペシャル」でも取り上げられていたが、さらにバージョンアップして放送されると

聞いていたので、個人的にも大変楽しみにしていた。私の周囲でも、ＮＨＫがこれほ

ど気概のある番組を作っているのだという反響が多くあったということを報告して

おきたい。今後も社会的な課題に対して、多面的に切り込んでいくような番組を作っ

ていってほしい。 

 

○  １２月１７日(土)のえぇトコ「心をつなぐ！うまい幸 ～大阪・泉州～」について。

大変おもしろく楽しい番組だった。今後も継続して見てみたいと思う番組だった。 

 

○  「おうみ発６３０」について。髙木優吾アナウンサーと手塚真未キャスターの息の

合った掛け合いがすごくおもしろく、なかなか好感の持てるニュース番組だと感じて

いる。 

 

○  １１月１７日(木)と２４日(木)の「ニュース６３０京いちにち」について。能楽師

の片山九郎右衛門さんが出演していた「京都プレミアムインタビュー」を見た。お父
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様から受け継ぎ、学んだことを踏まえ、次世代の若い能楽師や観客までも育てていく

という新しい取り組みを２週にわたって紹介していた。具体的な話ですごく分かりや

すく、興味を持って見た。500 円でできるサポーター制度や、観客が若い演じ手と気

軽に話せるような仕組みがすごくよいと思った。能を演じている場面がもう少しあれ

ば、なおよかった。 

 

○  １１月７日(月)の「ならナビ」について。１１月に春日大社で行われた本殿遷座祭

の様子を放送していたが、説明の際に「この行事は、神様が本殿にお移りになるとき

には、その道筋を白い布で覆って、何人も中を見ることはできません」という表現が

あり、そのすぐ後に「私たち報道陣も中に入ることはできません」とあったが、そも

そも何人も中を見ることができない神聖な行事の説明に際してのことばとしては必

要な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２８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、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、事前に視聴してもらった、「関西ＵＰ！～

観光でもうけまＳＨＯＷ～」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、視聴者意向報告と放送番組モニター報告、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) 

  片山九郎右衛門 (公益社団法人京都観世会 会長) 

  小 林 祐 梨 子 (スポーツコメンテーター) 

  佐 野  純 子 (奈良インターカルチャー 代表) 

  原   さ だ (財団法人龍神村開発公社 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 編集部長) 

 

（主な発言） 

 

＜「関西ＵＰ！～観光でもうけまＳＨＯＷ～」 

 (１０月２８日(金)総合 後 7:30～8:43)について＞ 

 

○  番組に出演していた外国人や、インタビューに答えていた外国人観光客が言ってい

ることに納得させられることが多かった。ただ、全体的にインバウンドのメリットば

かりを強調しているように感じた。先日、京都の祇園で、舞妓さんが自撮り棒を持っ

た東南アジアの方々と思われる観光客に囲まれ、おびえて全力疾走で逃げる姿を見た。

こういうことが、京都ではあちこちで見られるようになってきている。食文化につい

ても、既存の文化の付加価値を高めて後世に残す意見があった一方で、外国人の好み

を知ることの方に重きを置いて結論づけているようにも感じた。地域ごとの食文化や

風景をそのまま生かすことを前提にしつつ、外国人の側からそこになじんでもらうた

めの工夫をもっと紹介してもらいたかった。京都は観光地の中に一般住宅が多くあり、

外国人観光客が勝手に住宅に入って来ることもある。外国人観光客の利便性を考える
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ことも大切だが、行き過ぎている部分もあると思うので、その加熱をあおることがな

ければよいと思った。 

 

○  インバウンドを増やす取り組みをいろいろと紹介していたが、聞いたことがあるよ

うなことが多かった。その中で、観光客が買いたい物を並べるのではなく、私たちが

売りたい物を売る、日本の文化をきちんと伝えることが大事という話があった。京都

では、外国人観光客がレンタルで借りた着物を着て、街歩きをするのが流行っている

が、先日、帯をつけずにひもだけつけて歩いている方を見かけた。さまざまな体験を

してもらうことはよいことだが、きちんとした日本の文化を伝えていかなければなら

ないと思う。そのあたりを深掘りする話が聞きたかった。たくさんの観光客を迎える

にあたり、こちらの姿勢として、迎合するだけではなく、どのように日本の文化を正

しく伝えるのかという話がもっと出たらよかったと思う。外国人観光客へのインタビ

ューで、食事の際に外国語でメニューの説明が書かれていても、子どもが食べてよい

かどうかや、味の詳細までは書かれていないので困るという回答があったが、とても

参考になる視点だと思った。また、スタジオの出演者が、大阪府と京都府の中心地の

人だけでなく、大阪府北部の人や、兵庫県香美町の人、滋賀県愛荘町の人など、さま

ざまなエリアから招かれた人だったのがよかった。和歌山県の取り組みで、インバウ

ンドのプロモーションを行うにあたり、国別にその手法を変えている様子が紹介され

ていたが、確かにそうするべきだと思う。また、吉本興業所属タレントのなるみさん

が出演していたが、せっかくなら吉本興業がお客をもてなすためにどんな取り組みを

しているのかも聞きたかった。放送時間が長く感じたので、前編と後編に分けて１回

の放送をもう少し短くしてもよかったと思う。 

 

○  番組タイトルが“ＳＨＯＷ”になっているので、そういう意味ではおもしろく見ら

れた。インバウンドで一儲けしようという人には、参考になる部分も多かったのでは

ないか。ただ、インバウンドのためにマーケティングやプロモーションをしっかりや

るというのは、ビジネスでは基本的なことだ。インバウンドに関する問題として、日

本ではＷｉ－Ｆｉ環境が全く整っていないという問題や、英語力の問題がある。ほか

の国際都市と比較して、日本人は英語力が低いために国際化ができていない一面もあ

るので、その点もしっかり番組内で指摘できていたらよかった。番組の中で東洋文化

研究者のアレックス・カーさんが、日本にもともとある自然や景観、文化、歴史を大

事にしていくことが大切だと話していたが、その通りだと思う。外国人観光客に迎合

し過ぎるのではなく、こういった視点こそ大切にすべきだと思う。以前、私は北アフ

リカの国々の人たちが日本に研修に来た際に、受け入れたことがある。イスラム教徒

の方々だったので、ハラールの日本料理を出してくれるお店へ連れて行ったら、大変
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喜んでくれた。日本的なものの魅力を受け入れやすい形で、いかに分かってもらうか

が大切だと思った。また、大阪の人々はフランクで話しやすいと彼らが話していた。

フランクというのが大阪の文化だと思うので、それをいかに広めて、表面に出してい

くかが大切だと思う。また、インバウンドばかり気にするのではなく、他府県の日本

人に関西へ来てもらうことも考えなくてはいけない。インバウンドのためだけに取り

組みを行うのではなく、日本国内の消費を上げていくという意味でも、関西の認知度

を上げていくという意味でも、他府県の日本人に地域の魅力を理解してもらうにはど

うすればよいか考えていかなくてはいけない。 

 

○  楽しく見ることができ、多彩な情報を提供していただき勉強になった。奈良県の宿

泊者数が一番少ないということはショックだった。私は個人的に奈良町界わいが好き

なのだが、昔に比べて、ここ５年から１０年でずいぶん街の雰囲気が変わったので、

これがぜひよい方向に変わっていってほしいと思う。黒門市場で購入したフグを、そ

の場で調理して店先で観光客に食べてもらう魚屋が紹介されていたが、店先で調理を

することは、調理免許基準や安全面で問題ないのか気になった。ただ、私も仕事であ

ちこちに出かけた時に、おいしそうだと思っても生ものはなかなか購入できず残念に

思うことは多いので、その場で調理して食べられるといったスタイルは喜ばれるので

はないかとも思う。食文化の問題については、日本の標準的な食べ方や味付けを伝え

ることは必要だと思うが、そこから先にどうするかは食べる人の自由だと思う。日本

の基準に合わない食べ方ではダメというのはやり過ぎであり、ダメというのであれば

提供しないぐらいでもよいのではないかと思っている。それから、関西の交通網は発

達しており、地下鉄や地下街の案内表示の仕方も工夫されているのは分かるのだが、

表示の仕方が統一されておらず、また、途中で表示が途切れてどちらに進んでいいの

か分からなくなることが日本人でも時々ある。外国の方ならなおさら分かりづらいと

思う。広域的に表示を統一するなどの工夫が必要だ。表示の多言語化も組織的にやる

べきだと思う。交通ＩＣカードの問題も、だいぶ共通して使えるようになったとはい

え、あるカードではバスに乗れなかったり、一部の私鉄に乗れなかったりするので、

もっと考えていかなくてはいけないと思う。京都の舞妓さんについては、観光客向け

に着付け体験を提供しているお店があるが、京都の街を歩くと、舞妓さんの服装をし

ていても、どこか違和感のある格好をしている人たちを見かける。おしろいの塗り方

が不自然だったりするので、舞妓さんの格好をした観光客だということが分かるのだ

が、日本人の私でも迷うぐらいなので、外国人が見たらほとんどの人が本物の舞妓だ

と誤解するはずだ。きちんとした着付けや歩き方ができていないので、それらが本物

の舞妓だと思われると、舞妓のイメージが非常に悪くなってしまうと思う。京都の伝

統的な文化の一つに触れるせっかくの機会なのだが、それが逆に作用してしまうのは、



4 

 

関係者が配慮しなければいけない問題でもある。京都の問題としてもう一つ、バスや

地下鉄を利用するキャリーバッグを持った観光客がとても増えていて、お年寄りをは

じめとした地域の方々にとって車内が危険だと感じることがある。地域全体でインバ

ウンドを奨励しているので、住んでいる人の安全と観光客の行動しやすさを両立する

ための解決策も地域全体で考えなくてはいけない。そうでないとインバウンドをスム

ーズに呼び込むことはできないと思う。外国人の観光客にどこまで配慮するべきかと

いう問題も、ある程度考えるべきことだ。私は仕事で海外に行くことが多いが、海外

はある程度までは外国人の利便性を社会として考慮している一方で、ある程度以降は

個人の問題となる。例えば表示言語については、何か国語まで表示すればよいのかと

いう問題がある。日本語に加えて、英語や中国語や韓国語をプラスする。それはそれ

で望ましいと思うが、そういう要求をどんどんエスカレートさせていくと、５つ６つ

７つと言語をプラスさせることになっていき、対応しきれなくなる。どこかで線引き

しなければならないし、その仕方はそれぞれが考えなくてはいけない。画一的でなく、

おもてなしの心を持って対応することで問題を解決していかなくてはいけないと思

う。いろいろ考えさせられるおもしろい番組だった。 

 

○  楽しく拝見した。東大寺大仏殿など、日本人がその文化を勉強しなければいけない

と思う場所に、現状では日本人はほとんど足を向けてない。そういう背景があるため、

観光地としてやっていこうとする業者の人たちは、インバウンドに力を傾けているの

だと思う。奈良の現状もまさしくそうだ。スタジオでの出演者の並び方や、ぐんと斜

めに上がった矢印をモチーフにしたセットから、番組のイメージがとてもよく伝わっ

てきた。ただ、出演者が話すよりも先に、その内容がテロップとして出ていたのが気

になった。内容が先に分かってしまうのはつまらないと思う。最初は今さら聞いても

仕方がないようなありきたりな話だと思ったが、アレックス・カーさんが話し出した

頃から議論が活発になって中身が濃くなり、おもしろくなった。最後まで見て気にな

ったのは、あれだけたくさんのいろいろな立場の方々が出演されていたのに、“市民”

ということばが登場した一方で“住民”ということばが出てこなかったことだ。奈良

県では、今も人が暮らしている場所が観光地になっている。その点において、“市民”

とは立場の異なる“住民”の意見が大切なのではないかと思った。 

 

○  運気の上がりそうなスタジオセットだった。オープニングから、アナウンサーのい

つもと違う、にこやかでテンポの良い進行で始まり、とても楽しく拝見した。出演さ

れていた皆さんが、熱い思いと、語りたいことを多くお持ちの方ばかりだったので、

収録が長時間に及んだのではないかと感じた。和歌山県もインバウンドで潤っている

ことは、和歌山城、高野山、熊野の状況を見て実感している。和歌山のバス会社はイ
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ンバウンドの対応として、中部や南部からでも、外国人観光客に人気のゴールデンル

ートを通る路線を設置しているので、バスの稼働率もかなり上がっている。Ｗｉ－Ｆ

ｉ環境や公共交通機関の整備不足が問題になっている。番組の中で紹介された、日本

はこれまで田舎を粗末にしてきたという趣旨の指摘が印象的だった。以前、南フラン

スの方が日本に来た際、日本全部を回った中で一番思い出に残っていて、かつもう一

度訪れたいのは龍神村の棚田だと話していた。やはり、原点に戻らなければいけない

のかなと感じた。観光業に携わる者にとって、いろいろな気づきやヒントを与えてく

れる番組だった。楽しいだけでなく、インバウンドの本質をついていると感じた。日

本人に自国の文化をもっと知ってもらうことも大切だが、観光業はインバウンドなし

に成り立たないのも現実なので、非常に難しいと思う。 

 

○  見ていて本当に楽しい番組だった。いろいろな視点からインバウンドの問題やアイ

デアが提起されており、それらがバラバラではなく、最後にしっかりまとまったよう

に見えた。立場や分野、インバウンドで潤っている地域とそうでない地域の、さまざ

まな方々が出演されていて、多様な意見を聞くことができ、とても勉強になった。ソ

ーシャルネットワーキングサービスをはじめとしたネットの情報量に大きく左右さ

れるネット社会の中で、リピーターをどうやって増やすかは本当に難しいと思う。ま

た、外国人観光客が多いところに住んでいる方は、本当に大変だと思った。たまたま

京都に行った時、タクシーの運転手が、観光客はみんなバスに乗るのでタクシー業は

全然もうかっていないと言っていた。政府は２０２０年までに外国人旅行客の数を倍

増する計画を打ち出しているが、課題はたくさんあると思った。リオデジャネイロオ

リンピックでブラジルを訪れた知人たちによると、現地の人たちは日本語を話せなく

ても、「どこに行きたい？」「何をしたい？」とすぐに気さくに話しかけてくれたそう

だ。現地の治安が心配されていたが、とても温かい人たちだったと言っていた。日本

も“おもてなし”ということばをずっと掲げているが、４年後までには、英語力以上

にコミュニケーション能力が大事になると感じた。番組の中でもそのことに触れてい

たが、外国人が多く訪れている観光地は、きっとそういったコミュニケーション能力

が高い場所だと思うので、そういった観光地の現状についてももう少し詳しく知りた

かった。外国人があまり訪れない地域の中には、４年後に向けて海外の姉妹都市と連

携してオリンピック選手を招きたいと考える所が増えている。その中で、地元住民の

意見をどのように聞いていくかなどの問題が、今後４年間でかなり起きてくると思う。

そのような問題について、これから考えていかなければいけないと思う。 

 

○  「観光でもうけまＳＨＯＷ」というタイトルなので、バラエティー番組だと思いな

がら見たが、とても勉強になった。観光やインバウンド、そして番組で紹介されてい
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たＤＭＯ（Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｏｒｇａｎａｉｚａｔ

ｉｏｎ）の目的は“稼ぐ”ことだと思う。その点でインバウンドというのは地方創生

の一つの形であり、日本人が潤うことが最終目的だと思う。番組を通じてその点がも

う少し見えてきたら、バラエティー的な部分にも厚みが出て、違う番組の見方ができ

たのではないかと思う。アレックス・カーさんのことばがとても身にしみた。地方を

ないがしろにして粗末にしてきたというのは、日本中どこでもそうだ。外国人が来日

して一番心に残るのは田舎の風景だと話していた。日本は本来何もしなくてもすべて

が観光地のはずなのに、それができていないのが問題だ。今回、スタジオにいた出演

者の方々はそこに気づいていた方もいたと思う。スタジオでのトークを見ていて、行

政マンの考え方の堅さを感じた一方、民間の方の柔らかさも感じた。出演者のなるみ

さんは議論に入り込んで上手に進行していたと思う。最初は議論にまとまりがなかっ

たが、後半になってからは問題提起に加えて、和歌山県で実践されている事例のよう

な具体的な解決方法も紹介されていてよかった。放送時間がやや長く感じたが、でき

たら定期的にインバウンドだけでなく、今どきの観光業やＤＭＯのあり方などについ

ても紹介してもらいたい。３年前の観光客の集め方と、現在の集め方は変わっている

はずなので、そのあたりなどを紹介していってもらいたい。今後もこういった番組を

ぜひ続けてほしい。 

 

○  以前から関西は外国人だけでなく日本人にとっても観光のゴールデンエリアだと

思っていた。大阪を中心に観光するのが交通の面で便利だと思っていたので、番組内

で大阪が宿泊者数トップだと紹介されていて納得した。地域活性化に関心があるので、

非常に興味深く見た。観光業、飲食業、自治体の方々、そして外国の方々など、たく

さんの方を招いて、それぞれの立場から成功事例や問題提起がなされていて、おもし

ろかった。和歌山県の非常に熱意のある取り組みについても感心した。インバウンド

については、文化としての部分と、商売としての部分で、考えなければならない問題

があると思う。番組で紹介された大阪の黒門市場よりも先に、京都の錦市場が観光客

であふれかえる場所になったかと思う。ある時、久しぶりに錦市場に買い物に行った

ら、買い食いが“売り”のような通りになっており、私が欲しい物が何もなかった。

錦市場で昔から買い物をしていた地元の人たちや、黒門市場で買い物をしていた地元

の人たちは、とても困っていて、怒っているのではないかと思う。自分たちの生活の

場が、ソーシャルネットワーキングサービスなどで注目を集めることにより、一夜に

してすごい観光地になるということが起きているが、インバウンドの持つそのような

問題も、少しは指摘されていたと思う。京都に行くと着物を着た人がとても多いが、

外国の方かどうかは大体一目で分かる。着物の柄や髪飾りがものすごく派手な方は、

たいがい外国人だ。日本人だったら絶対着ないのではないかという柄の着物や帯を締
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めたりしている。浴衣の着崩れた姿には目も当てられない。外国人にこびて日本文化

を売ることによって、日本文化が崩れていくのは悲しい。そうは言っても、それを規

制することは難しいと思うが、地域の中で何らかの取り組みは行っていかなくてはい

けない。また、センスのある人が日本文化をセンスよく“崩す”ことで、グローバル

における新しい日本文化が生まれる可能性もあると思う。日本文化を外国の方に迎合

して崩すのではなく、外国の方を喜ばせながらも、日本文化に新しい息吹も吹き込め

るような変革が大切であり、現在は過渡期なのだと思う。 

 

○  自分の仕事に関わるテーマなので、関西経済活性化の起爆剤として期待されている

インバウンドを取り上げたこの番組をとても興味深く見た。訪日外国人 2,000 万人の

８割以上が中国や東南アジアからの方々で、特に大阪を訪れる人が急増している。ホ

テルの客室利用率・稼働率は９割前後で、実質的にほぼ満室の状態が続いている。こ

れが違法民泊の一因にもなっているのだと思う。一方で観光庁の調査によると、今年

の７～９月期における外国人観光客の総消費額は、9,717 億円ほどで、前年同期と比

べてマイナス２．９％となり、ほぼ５年ぶりに減少した。いわゆる爆買いブームが一

段落しつつある現在の状況の中で、東京オリンピックのような一大集客イベントがな

い関西において、今後インバウンドをどのように誘致していくのか真剣に考えるべき

時期に来ている。その点で、この番組は非常にタイムリーだった。観光産業というの

はすそ野が大変広く、広域的な連携が必要になるが、関西は地域間の利害が錯そうし

て、“総論賛成各論反対”という状況から抜け切れていない。このような中で、さま

ざまな出演者が一堂に会して、自由に意見交換をするというのは大変よかった。観光

庁の調査では、再び日本を訪れたいという外国人観光客が９割を超えており、今後リ

ピーターが増えるのは間違いない一方で、外国人が興味を持って体験したいと思うこ

とを考え出していかなければ、彼らを引きつけ続けることは難しいのではないかと、

番組を見て思った。大阪では道頓堀、心斎橋、黒門市場ばかりに外国人観光客が集ま

っている一方で、大阪府下でも外国人にほとんど知られていない場所が大多数だ。何

か手を打たなければ外国人が勝手に来てくれるはずがない。海外へのＰＲ不足は否め

ない事実だと思う。Ｗｉ－Ｆｉ、交通ＩＣカード、多言語標識、民泊などの課題につ

いて、この番組がきっかけとなり、行政と関係者たちが一体となって整備を進めてい

けば、地域住民への迷惑につながる問題や、民泊における違法業者の問題も解決して

いけると思う。この番組を一過性の放談会に終わらせるのではなく、次回作を企画し

て、テーマを絞って深く掘り下げていく必要がある。また、インド人のラジオ・テレ

ビパーソナリティーであるサニー・フランシスさんが、外国人観光客へのインタビュ

ーで彼らの本音を聞き出していたのが大変よかった。私の経験上アンケートを行うと、

よい答えばかりが返ってきて、本音が分からないことが多い。サニーさんがインタビ
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ュー相手と同じ外国人だからこそ、かなり相手の本音を聞き出せたのだと思う。 

 

(ＮＨＫ側)  

関西のために関西の方々の知恵を集結して、関西経済をより元

気にするためにどうしたらよいか議論していくというコンセプト

で番組を制作した。出演者の方々がどのような思いで関西をよく

したいと考えているかや、問題解決に向けてみんなができる身近

な取り組みを紹介させていただいた。テーマ作りや演出、どうい

う人とどういう議論をするべきかなど、さまざまな知恵をいただ

いたので、スタッフと共有して次回の番組作りに生かしていきた

い。 

 

(ＮＨＫ側)  

インバウンドは経済的な効果と合わせて、外国の方と交流する

ことで日本のよさに改めて自分たちが気づくことがある。一方で、

外国の方に迎合し過ぎて日本の文化が乱れることも確かにあると

思うので、番組の議論の中にそのような視点をもう少し入れられ

たらよかった。ただ、日本には懐深い、柔軟性に富んだ風土があ

ると思っている。昨年度放送した連続テレビ小説「あさが来た」

でも描かれていたように、西洋化の流れの中で、女性がスカート

を履いたり、男性が散切り頭にしたりすることに対して、当時は

異論があった。しかし、外国からの新しい刺激を受けて旧来の日

本文化が揺らぐ中でも、日本人は決して流されることなく、新た

な文化やエレガンスを見つけてきたのだと思う。各委員の発言に

もあったように文化と商売の両立は、一時的には矛盾する側面も

あるが、今回の番組のようにみんなが一堂に会して話し合うこと

によって、うまい解決策を見つけていくことができるはずだ。関

西というのはそれぞれの地域に独自の文化があり、一度にまとま

る機会があまりないので、こういった場を作ることによって、そ

れぞれのよさを融合する形で関西としての発展を考えていければ

と思っている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月４日(火)放送の先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）「長～く続くブランド
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の作り方～“徳川に愛された剣豪”柳生宗矩～」について。生活雑貨メーカー社長の

中川政七さんが出演されるということで、もう少しプロダクト寄りの内容だと思って

いた。剣術とプロダクトをどのように融合して紹介させるのか気になって見たが、結

局、最後まで納得がいかなかった。そんな中で、中川さんの話がすごく心に響いた。

先ほどのインバウンドの話とも重なるが、ターゲット設定やＰＲ方法について、ター

ゲットを絞って一本釣りをすることが大切というような部分はとても勉強になった。

この番組の中でＮＨＫが“ブランド”をどのように定義しているのか気になった。中

川さんもおっしゃっていたが、ブランドというのは形や格好よさを整えるだけではな

い。番組の中で定義づけがきちんとされていると、もう少し見やすかったと思う。 

 

○  歴史があまり得意ではないので、番組タイトルを見た時に、難しい内容に感じたが、

タレントのビビる大木さんが最初から登場していて、とてもおもしろそうだと思い直

して番組を見始めた。インバウンドの話とつながっていると感じたが、現代の話に通

じると思えるのは、歴史の話をきちんと一般化しているからだと思った。ぜひ若者に

見てほしいと思う。宗矩が２４歳の若さで大事な物を捨てるエピソードを紹介してい

たが、私が大事な物を捨てろと言われてもそれはなかなかできない。今の若者はかな

り無難を求める性格なので、宗矩が２４歳で斬新な決断をしたことが衝撃的だった。

今後仕事をしていくうえで、何か新しいヒントが欲しいと思った時などに、また見た

いと思える番組だった。ストーリー仕立てになっている点が歴史の新しい描き方のよ

うに感じた。こういう描き方であれば番組を見る側も興味を持てて、自分の中に内容

がすんなり入ってくるのだと新鮮に感じた。徳川家光のために、禅のことばで剣術を

表現したというエピソードがあったが、具体的にどのように表現したのか気になった。 

 

○  柳生新陰流について知ることができてよかったとともに、中川さんのお話も興味深

かった。知恵を３つに分けて紹介していた構成も、神奈川歯科大学名誉教授の赤羽根

龍夫さんの解説も分かりやすかった。ただ、宗矩と中川さんの考え方の共通点はよく

分からなかった。できたら中川さんに単独で話を聞きたいと思った。 

 

○  まさしく先ほど議論した「関西ＵＰ！～観光でもうけまＳＨＯＷ～」と、中川さん

のプロデュース力がつながると思って見た。中川さんが日本文化をとても大事にしな

がらプロデュースをしている点に、みんなが共感して彼の商品を好んでいる部分があ

るのだろう。この番組では、普段、土曜朝のニュース番組でキャスターをしている近

田雄一アナウンサーが司会をしていた。ニュースキャスターとして出演している時と

比べて、雰囲気が大きく違っていて新鮮だった。彼のような潜在能力を持っている人

材がＮＨＫにはたくさんいると思うので、そのような方をどんどん発掘して番組制作
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に役立てていただけたら、よりＮＨＫらしい番組ができていくのではないかと思った。 

 

○  「先人たちの底力 知恵泉」は、おもしろい番組だと思っていて時々視聴している。

今回、宗矩の話をどのように演出するのか興味深く見た。番組のメッセージや、宗矩

と中川さんの関連性については、それなりに理解できておもしろかった。ただ、宗矩

の父が徳川家康と立ち合いを行う再現シーンで、肝心の家康を無刀化してひっくり返

すシーンが描かれていなかったので、どうやってひっくり返したのか、無刀化とは何

なのか疑問が残った。また、“全力の裏方仕事で信頼をつかめ！”という部分で、宗

矩が家康から「牢人など相集め忠節有るべく候」と命じられるのだが、それがどうし

て武士を集めて諜報活動をさせることにつながるのか、私はこのあたりの歴史に詳し

くないので、もう少し知りたいと思った。“ブランドイメージはただ一人のためから”

という部分では、有名な活人剣という考え方が出てくる。活人剣というのは、禅的で

あり逆説的な意味だと思うのだが、番組を見ても結局よく分からないままだった。一

人を喜ばすためにベストの物を作るということが、結果的に普遍的な物を作ることに

つながるということはよく分かった。 

 

○  柳生新陰流とブランド戦略を結び付けた発想はおもしろいと思った。ただ、柳生新

陰流とはそもそもどんな流派なのか、宗矩は歴史上どういう人物だったのか、ブラン

ド戦略とは何なのか、ということまで掘り下げると、それぞれ専門的で難しい話にな

ってしまうのではないかとも思った。中川さんという若いリーダーが出演していたの

も大変よかったと思うが、もう少し奈良に結びつく話であることが分かるとよかった。 

 

○  ブランドを守り続けていく上で、大切なことを改めてたくさん教えてもらい、とて

もためになる番組だった。３つの知恵に関するエピソードもためになったが、中川さ

んのお話が特に印象的だった。自分たちが欲しいと思う物を嘘をつかずに作るとか、

社内の人の力や思いがとても大切だとか、他の物に例えながら伝えるといった話は、

とてもためになった。全体的には、ドラマ仕立ての映像が入ったりしてメリハリがあ

り、非常に分かりやすかった。蚊帳で作った布巾などの小道具が使われていたことも、

親近感が湧いてよかった。宗矩というと、子供の頃に祖母が見ていた時代劇に出てく

る怖い剣術の達人というイメージしかなかった。活人剣という考え方とともに宗矩の

人となりを初めて知った。最初に怖い剣術の達人の話だと思って見始めたら、中川さ

んが突然出て来たので驚いたが、場面転換の仕方が潔く斬新だと思った。一方で、“全

力の裏方仕事で信頼をつかめ！”というエピソードを、中川さんのブランド戦略と結

びつけるのは、やや無理矢理な感じがした。ただ、ものづくりに携わる人間として、

時代の変化とともに、今後自分たちの仕事をどうしていくのかを考えていく際に、番
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組の中で紹介された一つ一つのことばを覚えておきたいと思う。 

 

○  中川さんが一生懸命に仕事に取り組んでいることはよく分かったが、ブランドとい

うことばの使い方に疑問を感じた。ブランドとは、“ここのお店に行けばクオリティ

ーの高い物が手に入る”というようなことだと思っているので、素材のよさや作品群

を、もっとたくさん見せてもらえたら納得がいったと思う。宗矩は、剣豪小説のイメ

ージが強すぎるので、そのイメージを軌道修正するための史料をもっと見せてもらい

たかった。３つ目の知恵については、捨ててこそ得るものがあるという視点に基づい

て、「ただ１人のために大事な物を捨ててみろ」ということを掲げていたのだと思う

が、そういう意味でも宗矩は大事な物を捨てたわけではないと思う。“剣禅一如”の

考え方について、もう少し掘り下げて説明すると禅との関わりが見えきたと思う。ま

た、当時の稽古事や芸というのは、一対一が基本であって、珍しいことではないと思

った。 

 

○  宗矩の物語としてはおもしろく拝見した。しかし、そもそも柳生新陰流をブランド

と言ってしまってよいのか疑問に感じた。言ってしまうのであれば、柳生新陰流より

も歴史も長く愛好者も多いお茶や能こそ、長く愛されてきたブランドとして番組で取

り上げるべきだと思う。 

 

○  宗矩とブランド作りをどのように結びつけるのか興味を持って見た。こういう切り

口があるのかと思った一方で、そもそもブランドとは一体何なのか疑問が残った。番

組で紹介していたことを、実際にどう生かしていけばよいか知りたかった。一方、中

川さんが麻織物の老舗の１３代目にもかかわらず生活雑貨を作るというのは、大きな

発想の転換だ。失敗していたら周囲から相当批判されたと思う。そういう意味で、大

変勇気を持ってチャレンジされたと思う。自社製品だけではなく、全国の伝統工芸品

を人気ブランドに育てる中川さんの取り組みは、非常に意義があり、こういった取り

組みがさらに広がっていけばよいと思う。 

 

  (ＮＨＫ側)  

「先人たちの底力 知恵泉」は、歴史的な事実を論理的に証明

するというよりは、歴史上の人物の考え方を、少し飛躍があった

としてもそのことを楽しむという番組だ。委員のみなさんがやや

違和感を覚えられたのは、その点なのかもしれない。ブランドの

定義がはっきりしなかった、剣術を禅のどのようなことばで表し

たのか説明されていなかったという指摘は、意見として受け止め
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たい。 

 

(ＮＨＫ側)  

奈良放送局で歴史番組を制作しようとすると、これまでは奈良

時代が舞台になることが多かったため、今回は奈良時代以外の奈

良が生んだ偉人で、かつ現代に通ずる人物を探した。その中で宗

矩と中川さんの組み合わせを企画した。中川さんは、社長になら

れてから一挙に業績を盛り返している。ものづくりの力だけでな

く、プロモーション力や地元における求心力もとてもあるので、

そういった会社の社長の経営戦略と、柳生新陰流とをつながりの

中で描こうとした。委員からいただいたさまざまな指摘について

は、真摯（しんし）に受け止めたい。また、番組に出ていた近田

アナウンサーの、ニュース番組とは違う姿が新鮮だったという意

見については、ＮＨＫのアナウンサーが持つ幅広い能力や親しみ

やすさを、今後もさまざまな番組を通してご紹介していければと

思う。 

 

○  連続テレビ小説「べっぴんさん」について。放送が始まってから時間がたち、ナレ

ーションの関西ことばがとても上手になったと思う。一方で、大阪局制作なのに笑い

が少なく、まるで東京制作の連続テレビ小説のような印象であることに変わりはない。

ただ、大阪局制作の連続テレビ小説はこうでなければいけないというルールがあるわ

けではないし、大阪局制作のドラマではあまり描かれてこなかった“女同士の友情”

が大きな軸になってきていることにとても好感を持っている。思い返してみると、こ

れまでの大阪局制作の連続テレビ小説の主人公は、とがった性格の人ばかりだった。

恐ろしいほど女の友達がいない人ばかりだ。現在ＢＳプレミアムで再放送している連

続テレビ小説「ごちそうさん」でも、ヒロインのめ以子の女学生時代の友達がエピソ

ードとして登場するが、「べっぴんさん」のように大きな軸として女同士の友情を描

く大阪局制作の連続テレビ小説は最近なかったように思う。ドラマの時代設定になる

ような昔の女性は、家庭での仕事が大変で、そもそも家の外で働くのは難しかったわ

けで、女同士の友情を大切することは描きづらかったのかもしれない。現代において

は、女性同士の仲間意識や助け合いや友情は、共感が得られるのではないかと思う。 

ドラマの中でこれまでに３回“ご苦労さま”ということばが出てきた。このことば

は、目下の者が目上の者に使ってはいけないことばだと私は教わってきたが、ドラマ

の中ではいずれも目上の人に対して使われていた。ドラマの舞台となっている時代で

は、目上の人に使ってよいことばだったのか伺いたい。 
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  (ＮＨＫ側)  

“ご苦労さま”のほうが“お疲れさま”よりも古くからあるこ

とばで、本来は、目下の者が目上の人に使ってもよいことばだっ

た。説にもよるが、“お疲れ様”ということばは明治時代から使わ

れはじめ、現代において目下の人が使う場合は“お疲れさま”と

言うのが常識になった。ドラマでは終戦直後を描いているので、

おそらく二つのことばが同時に使われていた時期だと思う。その

ため、必ずしも失礼な言い方ではなかったと考えている。 

 

○  １１月５日(土)と１２日(土)放送の「ブラタモリ」で２週続けて大阪を取り上げて

もらい、大変よかった。大阪の人でも、番組で紹介されていた商都・大阪の成り立ち

を初めて知る人は多かったのではないかと思う。ふだんの生活エリアが詳細に解説さ

れていて、とても親近感があった。親近感のある身近なところを取り上げながら、歴

史や文化を紹介していく番組は重要だと思う。また、２週目の真田丸スペシャルを見

てから、大河ドラマ「真田丸」を見たら大変おもしろかった。 

 

○  「ブラタモリ」は進行のテンポ感が好きなので、毎回楽しんで見ている。大阪の回

では、上町台地を立体的に見せる演出が興味深かった。今後、また大阪が取り上げら

れることがあるならば、大坂城落城の絵図と、実際の風景を重ね合わせて立体的に見

てみたいと思った。 

 

○  「ブラタモリ」を見ていたらタモリさんが盛り土を“もりど”と言っていた。タモ

リさんは、メディアでの読まれ方を聞いて“もりど”と言ったのだと思う。これまで

一般的には“もりつち”という読み方をしていたＮＨＫが、抵抗もなく“もりど”を

使用していることが気になった。 

 

  (ＮＨＫ側)  

タモリさんがお使いになった“もりど”という読み方について

は、現在、そのことばが記号のようになっており、豊洲市場の問

題を連想させるはやりことばという意味も含めて、使っていらっ

しゃったのかもしれない。ただ、ＮＨＫがすべての場合で“もり

ど”という読み方をしようとしているわけではない。 

 

○  １０月３０日(日)放送の日曜美術館「秘宝が伝える 天平の祈り～第６８回 正倉院
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展～」について。毎年、正倉院展を放送で取り上げてもらうが、年々、宝物をじっく

り見せていただく時間が短くなっているのではないかと気になった。出演されていた

奈良国立博物館学芸部長の内藤栄さんと、工業デザイナーの喜多俊之さんのお二人だ

からこそ聞ける話もたくさんあったので、それはそれでよいと思う一方で、やはりＮ

ＨＫだからこそ正倉院宝物をじっくり撮影できると思うので、寺院との関係を大いに

活用してほしい。 

 

  (ＮＨＫ側)  

委員の指摘も非常によく分かるが、1,300 年も昔にあのような工

芸の世界があったことをひもといて紹介していくことも大切だと

いう思いから、今回はあのような構成になった。指摘は今後の参

考にさせていただく。 

 

  (ＮＨＫ側)  

宝物をじっくりご覧いただく時間が、年を追うごとに少なくな

ってきているというわけではなく、今年の内容がそういう構成だ

ったということになる。過去には特集で放送したこともあり、さ

まざまなタイプの番組があるので、今後の参考にさせていただく。 

 

○  アメリカの大統領選挙について、海外の大手メディアが予測を全く外していた。予

測することで、それが外れた時に要らぬ混乱を引き起こしているように思う。非常に

進んだ統計やマーケティングのノウハウをもつ欧米メディアが、イギリスのＥＵ離脱

を巡る国民投票の時と合わせて、二度も大きなイベントで予測を外したのはなぜなの

か。視聴者はそういったメディアの予測をどのように受けとめていけばよいのか、機

会があればぜひ番組で取り上げてほしい。 

 

○  自衛隊の駆け付け警護に関するニュースが報じられているが、そのニュースの中で、

ＮＨＫスペシャル「ある文民警察官の死～カンボジアＰＫＯ ２３年目の告白～」(８

月１３日(土)放送）で知った文民警察官の死について、触れられていないことが気に

なった。 

 

  (ＮＨＫ側)  

自衛隊のニュースの中で、あの文民警察官の死について触れて

いないのは、自衛隊と警察官という対象や法律の整備状況の違い

などがある。 
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○  １０月３０日(日)放送のルソンの壺～１０月号～「“ユニーク”なモノづくり企業

～技術とアイデアで勝負！～」について。大阪ならではの、ユニークなアイデアと優

れた技術力を持った企業を探し出して紹介しており、大変見応えがあった。紹介され

ている企業そのものも素晴らしかったが、そういう企業の中には、すばらしいユニー

クなアイデアを持った方々がいる。だからこそすばらしい企業に育っているのだとい

うことを強く感じさせた。「ルソンの壺」は現在月１回の放送だが、もう少し放送回

数を増やしてもらえるとありがたい。 

 

NHK 大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８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、１９日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。会議では、事前に視聴してもらった、連続テレビ小

説「べっぴんさん」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

最後に、視聴者意向報告と放送番組モニター報告、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 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) 

  片山九郎右衛門 (公益社団法人京都観世会 会長) 

  小 林 祐 梨 子 (スポーツコメンテーター) 

  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 (財団法人龍神村開発公社 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 編集部長) 

 

（主な発言） 

 

＜連続テレビ小説「べっぴんさん」（１）～（６） 

 (１０月３日(月)～１０月８日(土)総合 前 8:00～8:15)について＞ 

 

○  第１週でヒロイン・坂東すみれの幼少期を演じる子役の出番が終わるとともに、母

親役の菅野美穂さんが天国に旅立ってしまうなど、ストーリーの展開が早く感じられ

た。共演者については、幅広い人たちに親しみを持たれる方々が出演されているので

感情移入しやすい。特に、兵庫県出身ですみれの父親役を演じる生瀬勝久さんは表情

が本当に素敵で、せりふも自然に入ってくるのでファンになった。市村正親さん演じ

る靴職人の麻田茂男が、思いを込めて物を作ることの大切さをすみれに伝える場面に

は心を打たれた。第１週で登場人物たちにとても感情移入していただけに、第２週は

すみれが結婚、妊娠、出産を立て続けに経験してあっという間に成長してしまうため、

感情移入しにくかった。また、私はドラマで描かれている時代の結婚観を知らなかっ
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たので、お見合いから結婚までの流れに驚いた。前作の連続テレビ小説「とと姉ちゃ

ん」は、暗く悲しいシーンだけでなく、笑えておもしろみのあるシーンもたくさんあ

り、いろいろな感情が湧き、次の展開を楽しみに見ていた。一方「べっぴんさん」は、

悲しく切ない気持ちになることが多いので、もう少し笑える部分があったらさらにお

もしろくなると思う。全体的には、とても見やすく、ためになるせりふもたくさんあ

った。 

 

○  おもしろいドラマで、今後どうなっていくのか気になる。タイトルの「べっぴんさ

ん」ということばは、現代では“美しい女性”という意味で用いられるため、ドラマ

の中で何度も繰り返し“べっぴん＝特別によい品物(別品)”という意味を説明してい

るのがよい。特にすみれが「別品を作る人になりたい」と何度も繰り返し説明してい

たのがよかった。私は戦後の焼け跡になった神戸の風景をある程度覚えている世代な

ので、お見合い結婚する人が周りに多くいた。そのため、ドラマを見ていると当時の

時代を追体験しているような気持ちになる。周囲のドラマを見ている人たちの感想で、

すみれたちの実家から神戸の町を見渡す時に見える海が近過ぎるのではないかとい

う指摘があった。私自身は、町が戦争で焼け跡となってビルがなくなった時代は、ド

ラマのような景色だった可能性もあると思っている。地方紙に掲載された「べっぴん

さん」の講評で、関西は下町っぽいところがあるので、すみれの家族をはじめとする

上流階級の人々の生活に対して、関西の視聴者がどのように反応するか気がかりだ、

という感想が書かれていた。私は、これまでのストーリーは戦争までのイントロのよ

うなもので、これからすみれたちの置かれた上流階級の生活は変わっていくので心配

ないと思っている。一方、神戸では使わないことばが使用されていることが気になっ

た。「頑張りや」ということばは、大阪のことばで、神戸では「頑張りよう」と言う。

また「こないなとこ」も大阪のことばで、神戸では「こんなとこ」と言う。ただ、そ

のことばを使っているすみれの父親は大阪でビジネスをしている設定なので、大きな

問題ではないとも思う。また、語りについていろいろと意見があるようだが、神戸の

山の手から芦屋にかけてはあまり神戸弁を使わないので、私にはそれほど違和感はな

かった。ドラマの中で昭和９年にすみれの実家の新築パーティーを行っていたが、異

人館的な洋風の建物は明治時代に建てられることが多く、昭和１０年前後はむしろ和

風の住宅が多く建てられていた。あの時代に異人館風の館を建てているのは、史実に

基づいたものなのか、それともフィクションなのか教えてほしい。 

 

○  本当にこれからが楽しみな物語だ。第１話の冒頭で子ども服がたくさん並んでいる

シーンがあったが、私も子ども時代に、入学式やお稽古の発表会などであのような服

を着せてもらっていたことを思い出しながらドラマを見た。気になる点は、登場人物
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が着ている衣装や身につけているリボンの多くが、現代のもののように見えることだ。

第２話ですみれが頭につけていたリボンは、今の時代に資材として使われているもの

と同じもののように見えた。お金持ちの役なので、もう少し高級感のあるものを使っ

たらよいと思う。ロケ地として滋賀県の豊郷小学校など、素晴らしい建築物が使われ

ている。第２週からは、近江の話になるが、神戸の人たちと同じくらい、近江の人た

ちも喜んでいる。特に８０歳ぐらいの方々が、このドラマを見ながら「あんなんやっ

た」「こんなんやった」と盛り上がっている。ただ、本当は温かみのある近江商人が、

ドラマの中ではやや冷たく描かれていることは悲しい。冷たく描くにも、もう少し彼

らのバックボーンを説明してもらえたらと思う。例えば、三倉茉奈さん演じる本家の

息子の嫁の静子が、すみれのほおを叩くシーンがあるが、あの行動に至る静子の心の

機微をもう少し丁寧に描いてほしかった。また、本家長男の長太郎が、いつもイライ

ラしている理由も、もう少し丁寧に描いていただけたらうれしい。語りについては、

回を重ねるごとに少しずつ関西のことばになってきていると思う。 

 

○  すみれの幼少期を演じた渡邉このみさんの演技が非常に印象に残った。また、菅野

さんの子どもたちを見つめる演技や、市村さんがすみれに語りかける場面もよかった。

高台から見下ろす神戸の町の景色も、訪れてみたくなる景色だった。執事役の曽我廼

家文童さんも、喜劇風の演技だけでなく、とても味わいある演技をされている。彼は

和歌山県白浜町の出身で、「べっぴんさん」への出演が発表されたときは、地元紙で

大きく取り上げられた。連続テレビ小説のメディアでの取り上げられ方はすごいと実

感した。ヒロインのモデルたちが創業した企業の子ども用品は、私の子ども時代にも、

自分の孫が誕生したときにも、お祝いに頂いたり、揃えたりした。何十年たっても愛

されている企業のものづくりの軌跡が描かれていくのが非常に楽しみだ。 

 

○  ドラマの舞台となっている神戸市は、関西の人たちにとって身近な場所で、トアロ

ード界わいのお店の雰囲気や、洋服をはじめとしたさまざまな品物に対して、個人的

な思い出を持っている人がたくさんいる。関西の人々は特別な思いを持って見ている

はずだ。第１話には、第２話以降にはない特別な空気感があった。それは、テレビ番

組では味わったことのない、不思議なものだった。これまであまり扱われてこなかっ

た、上流階級の人々の雰囲気が描かれていたからなのかもしれないが、決してそれだ

けではないと思う。人をとても引き付ける、これから始まる物語の一番基本になるイ

メージのようなものが表現されているように思えた。また、“大切なもの”というさ

まざまなところで使われていることばに加えて、“譲れないもの”ということばが使

われていた。“譲れないもの”というのは、とてもよいことばだ。諦めざるを得ない

ものがたくさんある昨今、“譲れないもの”を大切なものとして表現していることに
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期待を持った。番組を通じて、その“譲れないもの”をぜひしっかりと伝えていって

ほしい。 

 

○  このドラマの重要なモチーフになっている四つ葉のクローバーの、それぞれの葉が

持つ意味というのは、母親が子どもに託した思いになっているのかなと考えながら、

せつない気持ちになってドキドキしながらドラマを見た。幼少期のすみれ役を演じる

渡邉さんの、実に素直なすてきな表情がよかった。生瀬さんの演技も、これまでやや

もすると強烈な個性のある役を演じられることが多かったように思うので、今回の父

親役はいい意味でギャップがあった。曽我廼家さんの役は、もう少しキャラクターを

生かした方がよいと思った。全体を通じて神戸の風景については、年月が進む中で変

わっていく町並みをいくつか重ね合わせるようにして見せてもらえると、さらにおも

しろいのではと思った。全体を通じて物づくりの美しさを感じさせてくれたことがあ

りがたい。ドラマを見て、靴作りをはじめとする物づくりの美しさにひかれた人も、

多いのではないかと思う。靴屋での市村さんの心に響く演技はとても良かったが、あ

のシーンだけスポットライトを浴びているような照明に見えて気になった。たびたび

出てくる夜明けを迎えるシーンの照明も、急に明るくなっていく感じがして違和感が

あった。また、母親が何の病気で亡くなったのかが気になった。 

 

○  ドラマが大好きなので、じっくりと拝見した。第２話くらいまでは、物語が展開す

るスピードがゆっくりとしていたり、執事がバタバタしていたりして、魅力が分から

なかった。ただ、靴職人の市村さんがすみれに、物語全体を通じてキーワードになる

であろう「思いを込めて作ったら伝わる」という話を伝えるシーンが印象的で、この

あたりからドラマに引き込まれた。市村さんはさすがの演技力で、すばらしいキャス

ティングだと思う。野上潔役の高良健吾さんも、とても勢いがあってよいと思う。す

みれ役の芳根京子さんは、今はとても役に合っていると思っている。上品であまり前

に出ないけど、芯がしっかりしている役柄を上手に表現している。タイトルバックで、

刺しゅうの世界の中を彼女が軽やかに歩いているのも非常に好きだ。朝に見るドラマ

なので、「今日も頑張ろうかな」という気持ちになる映像と、Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅ

ｎの主題歌がとてもよく、毎回オンエアの時間に合わせて見るようにしている。第１

話の冒頭のシーンで、神戸の高台から、すみれが子どもを背負いながら焼け野原を見

渡すシーンがある。そのシーンに映るすみれの周りにある木々が、とても緑がくっき

りしていてみずみずしかった。これまで私が見てきたドラマでは、終戦直後は焼け野

原で薄暗い感じの描かれ方が多かったので、どのような演出意図だったのか教えてほ

しい。 
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○  第１話のキアリス創業２０周年パーティーで、潔が話した「人生とは、自らが生き

るべきところはどこかを探す旅。そのためには、自分を知らなければならない。自分

の大切なものはなにか、譲れないものはなにか」というせりふがとてもよかった。役

者さんも所を得た配役でよいと思うし、子役の渡邉さんも非常に上手だと感心した。

「思いを込めて物をつくる」ということが非常に強調されており、現代はその気持ち

を忘れがちになっているので、非常によいことだと思った。 

 

○  ドラマというのは特に好みが出てくる。大抵、妻とは全く違う意見になるのだが、

今回の主題歌はミスチルにしては平凡だと感じた。また、「べっぴん」ということば

が何回も出てきて、また出てきた、という印象を持った。第３話頃までは、話が複雑

で盛り込み過ぎているように感じた。事前にホームページなどを見て登場人物の関係

を知っていたから理解できたが、事前知識なしで見た人たちが理解するのは難しいの

ではないかと感じた。すみれと潔が子ども時代に迷子になるシーンで、２人は手をつ

ないでいたのに、あの程度のことで迷子になるのは不自然だと思った。一方、潔の「思

うてること言うには、勇気が必要や」というせりふは、そのとおりだと納得させられ

た。 

 

○  幼少期のすみれを演じる渡邉さんの演技に感心した。かわいい役、やんちゃな役を

演じるのは、そこまで難しくはないと思うが、すみれはそういう役ではない。一見何

を考えているかわからないが、実は心の中にしっかりと芯があり、ここぞというとき

に自分の思いをことばにしようと一生懸命考えるが、それでもうまくことばにできな

い、という少女の姿をとても上手に表現していた。大人になってからのすみれ役を演

じる芳根さんも、非常に透明感があり好感が持てる。ただ第２週以降の展開があまり

にも速いので、成人してからのすみれの心の機微が丁寧に表現される暇もなく、慌た

だしく物語が進んでいるように感じられて残念だ。慌ただしい中で取り行われたすみ

れの姉の結婚式には、近江のおばあちゃんとおじさんが来ていたのに、跡取りでもあ

るすみれの結婚式には、時間的に余裕があったにもかかわらず、その２人が来ていな

かったことに違和感を覚えた。また、近江の本家が歴史ある商家にもかかわらず農家

のように見えること、疎開してからの暮らしぶりもまるで農家のようなことに、呉服

屋の暮らしぶりとしては違和感があった。語りの関西弁は、回を重ねるごとに少しず

つよくなってきているかもしれないが、厳しいものがあった。また、当時の関西の小

学校低学年の子どもたちが、国語の教科書を標準語で読むことは難しかったと思う。

そういう細部にもこだわっていただきたい。主題歌は、鼻歌で歌えるようなものがよ

いと思う。大阪局が作っている連続テレビ小説の中ではめずらしく、ヒロインが笑わ

せてくれないのが残念だ。全体的に笑いが少ない。今後、脇役の人たちが笑わせてく
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れることに期待したい。 

 

○  すみれが少女時代に経験した出来事や、さまざまな人たちの出会いを第１週で描く

ことで、戦後、すみれが子ども服作りにまい進する背景を、大変分かりやすく説明し

ていた。市村さんの演技は、年季の入った靴職人の雰囲気が出ていてとてもよかった。

第１週には劇的なシーンがそれほどなく、次週もぜひ見たいという感じはなかったが、

第２週は戦争ですみれたちの生活が一変し、激動の時代を生き抜いていく様子が、非

常にテンポよく描かれていた。回を重ねるごとにおもしろくなってきたと思うので、

今後の展開を楽しみにしたい。 

 

(ＮＨＫ側)  

“思いを込めて作ったら伝わる”“譲れないものがある”という

コンセプトや、物語の機微、演技や演出の細部まで、丁寧にご覧

いただいてありがたく思う。笑いの要素については、今後、ヒロ

インが笑いをとるかどうかはともかくとして、出演者の方の中に

そういう演技が達者な方々もおられるので、期待していただきた

い。 

 

(ＮＨＫ側)  

序盤の物語の展開が速いことについて。すみれたちが戦後の焼

け跡から立ち上がっていく姿を描くことが、この物語の大切な部

分だという思いから、すみれの少女時代と青春時代は、テンポよ

く物語を紡いでいった。その中であっても、すみれの考えや感情

をきちんと描こうと努めてきたが、今後は、心の機微の描き方に

よりいっそう留意していきたい。当時の結婚観について驚いたと

いう意見もあったが、歴史的な背景を元にドラマ制作を行う場合、

現代の感覚からすると違和感を覚える当時の風俗や常識が出てく

ることを踏まえて、その違和感を埋めるため、今回の場合だと姉

のゆりのような現代的な感覚を持つ人物を登場させている。また、

現代からすると少し違和感を覚えるようなことであっても、“その

ような時代だった”という物語の前提を示す必要もある。ことば

については、生瀬さん演じる父親役の五十八は、大阪を中心に商

売をしている人物なので、大阪のことばを使っている。また当時、

神戸の山の手に住んでいた方々は標準語に近いことばを話されて

いたそうで、実際に取材をしても、神戸ことばを話される方は非
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常に少なかった。谷村美月さんが演じる明美は、いわゆる神戸の

下町で育った設定なので神戸ことばを使うが、すみれは明美のよ

うには話さない。このようにことばの使い方に少しずつ差異をつ

けて、説明的になり過ぎることなく、登場人物のバックグラウン

ドを表現していきたいと考えている。イントネーションについて

は、これからもブラシュアップしていきたい。曽我廼家さんが演

じる役柄は、今後、かっこよくなっていくのでご期待いただきた

い。菅野さん演じる母親の病気の設定については、具体的な病名

を説明することは避けている。ドラマの冒頭の、周りの緑が青々

としていたシーンの演出は、戦争によって壊された町と変わらな

い自然の緑を対比させて、戦争の悲惨さとむなしさを表現する意

図だった。迷子になるシーンが不自然だったというご指摘につい

ては、あの時代の神戸の雰囲気を表すとともに、すみれも潔も未

熟な子どもたちであるということを表現する演出とした。笑いが

少ないというご指摘については、物語の中で戦後の復興が進み、

時代がよくなっていった頃に、ちょっとしたおかしさのようなも

のを入れていきたいと思っている。すみれのモデルの方の実家の

建物は、当時エレベーター付きのとてもハイカラな洋館だったと

いう事実に基づいている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  「べっぴんさん」を見て、ものづくりにおける作業の美しさを改めて感じた。以前、

職人のテンポよい作業の映像に音楽を重ねた１０分ほどの白黒テレビ時代の番組が

夜中に流れたことがあったので、それをまた放送してもらいたい。また、今後、もの

づくりの美しさに興味を持つ人が増えるのではないかと思うが、現在の新しい音楽と

職人の作業の映像がどのようにマッチングするのか興味があるので、ぜひ新作も作っ

てもらいたい。 

 

○  １０月１１日(火)放送のクローズアップ現代＋「シリーズ あなたの働き方が変わ

る！？ コンビニで急増！？留学生バイト ～外国人労働者 100 万人時代へ～」を見

た。労働力不足が見込まれる日本にとって、外国人労働者受け入れの是非を考えさせ

るよい番組だった。技能実習制度が、開発途上国の産業振興の担い手を育成するとい

う本来の目的から逸脱して、いろいろ悪用されている残念な実態が紹介されていた。
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そもそも日本は本当に労働力が不足しているのか私は疑問に思っている。８月の総務

省の労働力調査によると就業者数は 6,465 万人で、日本の総人口の半分しか働いてい

ない。一億総活躍社会が本当に実現すれば、労働力不足は解決するというふうに考え

ているので、日本は本当に外国人労働者に頼らざるを得ないのか、ぜひ深掘りしても

らいたい。 

 

○  １０月１５日(土)放送のアスリートの魂「４年後のエースは誰だ ソフトボール 

日本代表」を見た。北京オリンピック以降低迷しているソフトボール界の現状をしっ

かり捉えたうえで、上野投手の後継者として期待されているタイプの異なる３人の選

手を紹介していた。男っぽい投手もいれば、ちょっと笑えるような投手もいたり、そ

ういったプライベートな部分も描きつつ、選手として上野投手にまだ追いつけていな

い現状もしっかりと捉えていた。期待を込めつつもあおり過ぎず、よいバランスで作

られており、見入ってしまった。東京オリンピックに向けて、この４年間でソフトボ

ール界がどうなっていくのか楽しみだ。また、この番組でほかのさまざまな競技が特

集されていくのも楽しみだ。 

 

○  １０月から定時放送が始まった「ねほりんぱほりん」は、非常に画期的な番組だ。

私の周囲にもファンがたくさんいる。人前に顔を出せない職業や体験をした人たちの

話を聞き出す番組で、ぬいぐるみたちのトークやリアクションがおもしろい。ぬいぐ

るみを登場させることで、暗い話や露骨な話も、気軽に親しみさえ感じながら見るこ

とができる。今晩の放送のテーマは元薬物中毒者で、そういう話を気楽に聞いてよい

ものかと思う部分もあるが、興味や関心も持たずに知らないでいるよりも、こういう

番組を通じて知ることが大事だと思う。非常におもしろく、同時に、すばらしい番組

だと思っている。 

 

○  「ニュースほっと関西」は、スタート当初に比べていろいろ工夫されていて、フレ

ッシュでホットな親しみやすいニュース番組になっている。スポーツコーナー「ＨＯ

Ｔ！スポーツ」で、国内外で活躍する関西ゆかりのアスリートを紹介しているが、「ス

ポーツの関西」というイメージ定着にとても役立っていると思う。大変ありがたい。 

 

○  「ニュースほっと関西」のキャスターである青井実アナウンサーがはじめて番組に

出演したときは、赤木野々花アナウンサーとの身長差に驚いたが、しばらく時間がた

って落ち着いてきたと思う。この時間帯の民放のニュースは、ほとんどワイドショー

化しているように思うので、地元のニュースや話題に焦点を当てたＮＨＫらしい番組

になっていてよい。現役で働いているので、この時間帯のニュースはなかなか見られ
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ないが、退職したら毎日見てもいいと思っている。興味を持った話題の一つは、１０

月４日(火)に放送された最近の結婚事情として、今はほとんど派手な結婚式をしない

というものだ。いわゆる「ナシ婚」が４０％に達していることや、専門学校がワンコ

インで結婚式を挙げてくれることなど、結婚式を取り巻く昨今のいろいろな事象が大

変興味深かった。日本初の４輪駆動車である「くろがね四起」が京都で見つかったと

いうニュースも大変おもしろいと思った。インターネットを使ってこのニュースにつ

いてさらに調べてみると、復元にかかった 1,300 万の費用をクラウドファンディング

という手法で集めたということだった。戦前に生産された４輪駆動車が、最新の手法

で費用を集めて復元されたということまで詳しく紹介したほうが、おもしろいニュー

スになったのではないかと思う。 

 

○  「ニュースほっと関西」の青井アナウンサーは背が高いため、上半身が机の上に出

過ぎていて原稿が読みにくそうだ。机の高さを変えるなど工夫をしてもよいのではな

いか。大阪放送局は「ニュースほっと関西」や「かんさい熱視線」など、重要な事柄

を堅実に取材している番組が多く、その仕事ぶりを高く評価している。そのうえであ

えて申し上げると、「ニュースほっと関西」の「分岐点に立つ」という特集シリーズ

で、１０月１３日(木)にグループリビングで共同生活を送る高齢者の方々を取材して

いた。自分が高齢になったときのことを考えると、入居者たちが共同生活を送る費用

をどのように設定しているのか知りたかった。翌日１４日(金)のこの特集では、生涯

学習の新たなあり方として、入学試験もなく少ない負担で大学生と同じように講義を

受けられる京都文教大学の仕組みを紹介していた。ほかの大学が行っている社会人や

高齢者のための仕組みとどこが異なり、どの点が新しいあり方なのか分からなかった

ので、そのあたりをもう少し示してもらいたかった。 

 

○  １０月５日(水)に知的財産権を学ぶ催しが開かれたという関西向けのニュースを

見た。今後、京都に文部科学省の著作権担当部局である文化庁が移転されることにな

るが、ＮＨＫには、知的財産権と、著作権ならびに著作隣接権をきちんと切り分けて、

経済産業省と文化庁がどのように業務のすみ分けを行っていく必要があるのか、一般

の人にも分かりやすく伝えていってほしいと思った。 

 

○  ９月３０日(金)に放送された「ニュース６３０ 京いちにち」の中で、京都大学ｉ

ＰＳ細胞研究所の山中伸弥教授がノーベル賞の医学・生理学賞の予想を行っていた。

その中で、がん治療に役立つ「ＰＤ－１」という遺伝子の研究をされている京都大学

の本庶佑名誉教授を紹介していた。結局、受賞は違う方がされたが、そのようなすば

らしい研究が行われていることを全く知らなかったので驚いた。地元の大学の最先端
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の研究に興味を持っている視聴者は多いはずなので、ぜひ定期的に伝えていってもら

いたい。また、９月２８日(水)に同番組の中で放送された「京これ！」のコーナーで、

地震の被災地支援を取り上げていた。熊本のご当地キャラクターがデザインされた京

福電気鉄道・嵐山本線の切符や、東日本大震災の被災地に発注した刺し子の古着を販

売する企業、イタリア地震の被災地を応援しているイタリアレストランなどが紹介さ

れていた。話題になっているときはさまざまな番組が、さまざまな角度で被災地支援

の取り組みを伝えるが、時間がたってもこのような形で紹介するのがＮＨＫのよさだ

と思う。１０月１３日(木)に放送されたサワラの稚魚のサゴシを使っただしの開発を

取り上げた特集もおもしろかった。京都でサワラの稚魚がたくさん採れるようになっ

てきたことや、だしにするまでのメーカーの苦労が、短い時間の中で分かりやすくコ

ンパクトにまとまっていた。普通は「最近こんなものが売り出されています」という

だけのニュースになってしまいがちだが、特集では開発の裏にあるエピソードが紹介

されていてとてもよかった。料亭の料理人がだしを使ったレシピの紹介をしてくれた

ら、主婦にはより身近に感じられたと思う。「学メシ」のコーナーは、京都学園大学

の学食の回あたりから、どんどんおもしろくなってきている。学生たちが大学でどの

ようなことを研究したり学んだりしているのかも紹介されており、学食を通じて大学

の特徴がわかるのがすばらしい。 

 

○  「ニュースＫＯＢＥ発」は、ネーミングがすごく秀逸で、兵庫県の人たちによく見

てられていると思う。１０月１７日(月)の放送では、ニュース・企画・特集をバラン

スよく織り交ぜ、視聴者を飽きさせないようとても上手に構成されていた。ニュース

で取り上げる地域について気になるところがある。兵庫県は昔の行政区分上５つの

“国”からできている。この日の番組では、摂津のニュースが４つ、播磨と但馬のニ

ュースが１つずつ、播磨に含まれる龍野市がコーナー企画で取り上げられていたが、

丹波と淡路の話題が出てこなかった。摂津と播磨に人口が集中しているのでしかたな

い部分もあるが、コーナー企画やリポートなどで、ニュースがあまりない地域の話題

も取り上げていただけると、県民は喜ぶと思う。それから同日の「ニュースＫＯＢＥ

発」の中で、鉄人２８号のモニュメントの塗り替え作業の様子を伝えたとき、モニュ

メントの設置場所はＪＲ新長田駅なのに、ＪＲ長田駅前だと間違えて伝えていた。し

かし、同日の「兵庫ニュース８４５」の中できちんと訂正をしていて、とても丁寧に

ニュースを作っていると思った。 

 

○  「ニュースＫＯＢＥ発」について。火曜日には月に２回「ピックアップＣＡＴＶ」

という、地元の３つのケーブルテレビ局が取材した情報を放送するコーナーがあり、

いろいろな地方の情報を知ることができて、とても勉強になった。ほかのコーナーで
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紹介されていた情報も、この３週間の間では、私にとってはどれも目新しいものばか

りで、ローカルの情報を知ることのできるニュース以外のコーナーの部分もすごく楽

しみだ。いつ見ても飽きさせないコーナーがいろいろあるのがよい。 

 

○  「あすのＷＡ！」について。オープニングの曲が大好きだ。さまざまなコーナーが

あるが、金曜日に放送されている「見やんと！真田丸」を紹介する記事がインターネ

ットニュースになり、このコーナーのホームページに１日で６万近いアクセス数があ

ったということだ。九度山を３回にわたって紹介してもらい感謝している。１０月１

７日(月)に放送された県内のさまざまな場所を旅する「わびたび」というコーナーで

龍神村が取り上げられたとき、ソーシャルネットワーク上で大変な盛り上がり方をし

ており、たくさんの方がご覧になっていることを実感した。和歌山放送局は「ＢＯＳ

ＡＩ ＦＡＳＨＩＯＮ」や「守るプロジェクト」など、南海トラフの巨大地震が発生

した際に犠牲者ゼロを目指す取り組みを、一貫して行っている。「あすのＷＡ！」の

中でも、防災豆知識として、被災は自宅だけでするものではなく、海辺や橋の欄干や

街のビルの下で被災する危険性があることなどを繰り返し紹介している。忘れがちに

なることを少しずつでも伝えてもらえると防災の意識が高まっていくので、多くの高

齢者がこの番組を見ていることもあり、非常にありがたいと思っている。 

 

○  「ならナビ」を見た。９月２１日(水)には、靴下の製造で有名な奈良の広陵町で進

められている、「はだし靴下」という新商品開発の取り組みを紹介していた。単に商

品開発の様子を紹介するだけでなく、商品開発に取り組むことになった背景まで丁寧

に説明していた。最近の子どもたちは、はだしで活動する機会が少なくなったため、

浮き指という症状が増加しているとのことだった。そこまで丁寧に説明しながら、地

場産業を紹介していたのがよかった。９月２３日(金)のキトラ古墳に併設された体験

館のリポートも興味深く見たが、リポーターの方が体験している映像だけで、一般の

人が体験している様子が紹介されていなかったことにもの足りなさを感じた。おそら

く報道関係者だけに許可された取材だったと思うが、一般の人たちが体験していると

きの表情や感想を撮影して、その場所の雰囲気を伝えたほうが、映像として自然な感

じがするのではないかと思った。９月２７日(火)に奈良の十輪院の朝カレーの会を紹

介するリポートがあった。この取り組み自体は、奈良の人たちは、たびたびニュース

で見て知っているが、このリポートではまず初めに、東京の築地本願寺の取り組みを

紹介していた。築地本願寺という大きなお寺にとっても、檀家数の減少が深刻な問題

になっており、お寺のあり方を考え直さなければいけなくなっている現状を伝えてい

た。そのうえで奈良の十輪院の取り組みを紹介する構成だった。リポートの作り方が

とても丁寧で、東京まで取材に行かれたのだと思うが、すごく興味深い作りになって
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いた。また、９月２８日(水)に結崎ネブカというネギを扱ったリポートを放送してい

た。いろいろな場面展開がたくさんあり楽しむことができた。 

 

○  １０月１３日(木)と１４(金)の「おうみ発６３０」を見た。その中で「いじめを考

える」という特集シリーズを放送していた。大津市では平成２３年にいじめによる自

殺があり、インターネットで大津と検索すると、いじめに関する記事が上位に上がっ

てくるくらい「大津＝いじめ」というレッテルが貼られてしまっている。そのような

悲惨な事件を経験した大津市だからこそできることがあると、越大津市長が先頭に立

っていじめ防止対策に取り組んでいる。私が見た特集シリーズは、ぜひ全国に発信し

てほしいと思うよい番組だった。大人だけが対策に取り組むのではなく、子ども自ら

何をしたらいじめがなくなるか考える様子が伝えられていた。潜在的ないじめを根絶

するのは難しいかもしれないが、できることはあると思う。ただ、特集の中で、いじ

めの発見件数が当時と比べて１７倍に増えたというテロップが出たが、当時というの

は平成２３年のことなのかどうか、その部分だけを見ていると分からなかったので、

きちんとフォローして欲しいと思った。いじめのことが頭にありながら、ネット炎上

などを取り上げた１０月１９日(水)の「あさイチ」の特集「気をつかいすぎ？社会」

を見た。その中で、あるネット炎上で発生した 700 件の書き込みが、実はたった４

人によって書かれていたことや、１．１％の人間がネット炎上の書き込みを行ってい

たということを伝えていた。これは、大津のいじめ事件にもリンクする内容だと思う。

あの事件は、いじめそのものだけでなく、その後の学校や教育委員の対応への批判や、

うわさ話がネット上にあふれた事件だった。大津のいじめ事件を考えるうえで、例え

ば「あさイチ」の特集のように、ネット炎上に関する数値的な情報も知りたいと思っ

た。「おうみ発６３０」は老若男女たくさんの方々が見ているので、そのようなネッ

ト炎上の実態を伝えてもらい、県民に知ってもらえたらよいと思った。 

 

  (ＮＨＫ側)  

ご指摘いただいた知的財産権、著作権、高齢者、いじめ等、取

り上げるべき問題はたくさんある。全国ニュースとローカルニュ

ースは別々のものとして存在しているのではなく、日本が抱えて

いるさまざまな問題の多くの現場は、実は、各地方に顕在化して

存在していると思っている。ニュースの担当者たちには、地域の

ニュースはローカルだけで放送するのではなく、その現状を全国

に、そして世界に伝えていくことが大切だと伝えている。また、

番組の中で課題だけを伝えて終わりにするのではなく、小さな取

り組みでもよいので、解決に向かう道筋を企画に付け加えるよう
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にしている。そして、ニュース番組制作には母親が子どもにお弁

当を作るように、材料を吟味して、彩りをよくして、栄養のバラ

ンスを考えて、しかも子どもが嫌いな物も食べやすくなるような、

そんなお弁当を作る愛情が必要だと思っている。ドラマについて

は、関西弁も一様ではないことがよく分かった。私の周囲でも、

ヒロインのすみれのことをまるで親戚の女の子のように話題にし

ているなど、ドラマが日常生活に溶け込んでいることを感じる。

気持ちをこめてドラマ制作をしなくてはいけないとつくづく思っ

た。委員の「知らないでいるよりも、番組を通じて知ることが大

事」という指摘は、ニュース・番組制作の基本だと考えている。

今後もそうした考えで、本日頂いた皆さんの意見も生かしながら、

よい番組を作っていきたい。  

  

NHK 大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８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、２１日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、「平成２８年度後半期の国内放送番組の編成」および「平成２８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２９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、ＮＨＫ

スペシャル「ある文民警察官の死～カンボジアＰＫＯ ２３年目の告白～」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、視聴者意向と放送番組モニター報告、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 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) 

  片山九郎右衛門 (公益社団法人京都観世会 会長) 

  小 林 祐 梨 子 (スポーツコメンテーター) 

  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 (財団法人龍神村開発公社 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 編集部長) 

 

（主な発言） 

＜「平成２８年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「平成２９年度の番組改定」について＞ 

 

 

○  １０月から始まる連続テレビ小説「べっぴんさん」について。兵庫県民は皆、期待

している。頑張っていただきたい。 

 

○  ドラマは何となく苦手なところがあるが、何か自分とつながりがあると興味を持つ

ので、楽しみにしている。 
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○  大阪局制作のドラマの放送を楽しみにしている。ちなみに、「べっぴんさん」パン

フレットにある“日本中を元気にかけぬけていくヒロイン”という表現に少し違和感

がある。“時代をかけぬけていく”というと抽象的だが、“日本中をかけぬけていく”

というと、まるでマラソンをしているかのような印象を受ける。 

 

(ＮＨＫ側) 

“日本中に元気をお届けしたい”という意味であるとご理解い

ただきたい。 

 

○  大河ドラマで取り上げる時代が、戦国時代と幕末から明治維新の時代が多い印象が

ある。ぜひほかの時代も積極的に取り上げてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

視聴者になじみがある戦国時代と幕末から明治維新の時代以外

の時代には、大河ドラマ「平清盛」などでトライしている。物語

の前提となる説明が難しくなるという面があるかもしれない。さ

まざまな時代を取り上げていくということも大事だと思うので、

今後大河ドラマを検討していく中で、そのような意見も参考にし

ていく。 

 

○  今年度改定した「クローズアップ現代＋」は、従来と違ってそれぞれ毎日担当する

アナウンサーが変わり、番組で扱う内容に幅がでて深掘りもできていると感じる。来

年度もぜひ継続してほしい。ＧＤＰなどの経済指標について、その用語の意味を視聴

者に分かりやすく解説する番組を制作してほしい。現在、平成２６年度のＧＤＰの推

計について、内閣府が発表した数字と日本銀行の数字にかい離があり、論争が起こっ

ている。ＧＤＰは日本の経済政策を決定する上で極めて重要な経済指標であるが、算

出方法が複雑なので、その意味や仕組みを視聴者に分かりやすく伝えてほしい。 

 

(ＮＨＫ側)  

「クローズアップ現代＋」は、夜１０時台に移設してから視聴

者の評判がよく、ＮＨＫが行っている番組の質的調査においても

評価が非常に上がっている。扱う内容の幅も広がり、深掘りがで

きているということが評価につながっていると考えている。この

時間帯でのさらなる定着と、視聴者がより知りたい内容を伝えて

いくことを目指して、機動的な形で取り組んでいくよう努力して
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いく。おのおののキャスターもプライドと熱意を持って取り組ん

でいるので、今後もご期待いただければと思う。経済指標につい

てのご提案については、特集番組だけでなく解説番組やニュース

の中で、分かりやすくかみ砕いてお伝えすることをモットーに、

丁寧に取り組んでいきたい。 

 

(ＮＨＫ側)  

内閣府が発表した数字と日本銀行が試算した数字にかい離があ

ることによる論争については、ＮＨＫオンラインの「ＮＥＷＳＷ

ＥＢ」に、テレビの企画で放送したものを経済部記者がより詳し

く解説した特集記事を掲載している。ぜひご覧いただきたい。 

 

＜ＮＨＫスペシャル 

「ある文民警察官の死～カンボジアＰＫＯ ２３年目の告白～」 

(８月１３日(土)総合 後 9:00～9:49)について＞ 

 

○  重い内容で、つらくなりながら視聴した。その出来事から２３年たっているが、当

事者たちはきのうのことのように鮮明に覚えていることがたくさんあったように思

う。政府関係者や、実際に現場に行かれていた方々の生々しい話がとても心に残った。

この番組を視聴したことをきっかけに、安全保障関連法案や日本国憲法第９条を改め

て調べてみた。特に、日本国憲法の三大原則の一つ「平和主義」における、「戦争の

放棄」「戦力の不保持」という部分を読み、改めて平和について考えさせられた。印

象に残ったことばの一つに、文民警察隊隊員の脇田慶和さんの話がある。文民警察官

は丸腰だったため、一部の隊員が３５ドルで銃を買ったということであった。日本の

ルールから外れていたことであったとしても、それは命を守るためであり、そのため

の３５ドルは「高いですか？」と問いかけていたことが、平和ボケしている人間には、

すごく印象に残った。改めて平和について考えさせられるよい番組だった。 

 

○  こんな出来事が起きていたことすら知らなかった。扱われている内容すべてが衝撃

的で、見ていて怒りを覚えた。私も平和の中で生きている人間なので、このような現

実が信じられない。100 ドル紙幣を握らせてバングラデシュ人を利用した現地の現実

と、停戦合意は崩れていないという判断のギャップにことばを失ってしまった。この

出来事を知らない私にとっては、聞き慣れないことばがいくつかあったが、見応えが

あった。また、メッセージ性が強く、私もいろいろと考えさせられた。国際協力の難

しさを痛感し、ひきこまれる番組だった。２３年たった今、このような出来事があっ
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たことを番組で伝えたこともすばらしいと思った。ただ、文民警察隊隊員の髙田晴行

さんが亡くなった時に、その場にいた他の人はどのようにして生き残ることができた

のか疑問として残った。 

 

○  ２５年前にＰＫＯ法案が話題となったが、それから四半世紀たち、ここ数年安全保

障関連法案が話題になっている時期に、よくこの番組を放送したなというのが、最初

の印象だった。私はこの出来事を番組を見るまで知らなかった。むしろ、この出来事

の１か月前に起きた、国連ボランティアの中田厚仁さんが殺された事件についてのほ

うが多くの人が知っていると思う。文民警察隊が現地に到着してからほぼ半年後にこ

の事件が起こり、１人の日本の警察官が犠牲となった。考えてみると、国とか政府は

「戦争状態ではなくなっている」と言って、武器も持たせずに警察官を送り出してい

た。しかし実情は違っていた。法律上は生命の危険がある場合、業務を一時停止でき

るということであるが、実際の戦線ではそれは現実的ではない。その中でこうした事

件が起こってしまい、そこから２３年もたっていたことに驚いた。われわれ一人一人

が、こういうことがあったという事実をもっと見つめなければならないと痛感した。

実際に参加した方の動機についての取材も印象的だった。髙田さんのことを、カンボ

ジアの人たちは今も感謝して大切に記憶にとどめているというのは救いだった。また、

関係者がこの出来事を時間がたっても忘却されないようにと、勇気を持って証言され

たということにも感銘を受けた。ただ、１つ疑問なのは、なぜ今この番組が放送でき

たのかということだ。３０年目や５０年目の節目の年ではなく、２３年たったところ

での検証だったが、今この番組が実現できた背景やきっかけを教えてもらえたらと思

う。 

 

○  私も、中田さんの事件は知っていたが、文民警察官として高い志を持って貢献した

いと言って殉職された髙田さんの事件は、この番組で初めて知った。何度も涙しなが

ら番組を視聴した。番組の中に「平和ボケ」ということばが出てきて、どきっとした。

２３年たったいま、初めて明かされるカンボジアＰＫＯの襲撃事件、目を背けてはい

けない現実が、さまざまな角度から描かれていて衝撃を受けた。ＮＨＫの丹念な取材

内容を、４９分間の番組にするには、大変な苦労があっただろうと大いに感動を覚え

た。停戦合意され、戦争が中止されていたはずのカンボジアで何が起きていたか知る

ことができた。文民警察隊が襲撃された後、スウェーデンの救援部隊が到着した時に

は、５人の警察官の中で、髙田さんだけが亡くなっていた。責任者と仲間が２３年間

ずっと背負ってきたものは、恐怖や無念さでは言い表せない重いものと思うが、果た

して、ほかの４人の方も負傷されていたのか、武器を携帯していたのに応戦できない

ような状態だったのか、その部分についても知りたかった。ＮＨＫでなければできな
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い番組だったと思う。今後も期待している。また、このような事件が起きないよう祈

るばかりだ。 

 

○  ４９分間の中で１分も無駄な時間が無かったのではないかと思った。特に人々の生

の声を多く取り上げており、なかなか話の聞けない政府関係者のことばも取材されて

いたことで、見応えがあった。正確な情報を積み重ねてきたからこそできた番組では

ないだろうか。当時の隊員が「３５ドルで手に入る銃が自分の命を救ってくれる。こ

れは高いですか」と問いかけていた。３５ドルを高いと思う人はほとんど誰もいない

だろう。そういう人たちの生の声が、とても印象に残った。それと文民警察隊班長だ

った川野邊寛さんの、悲痛な表情から出てくる、絞り出すようなことばは、この番組

に重みを加えていたのではないかと思う。最後に、髙田さんの名前を冠した学校を紹

介することで、日本人は事件のことを忘れているけれども、カンボジアの人たちの中

では髙田さんがいまだに息づいている、というメッセージを伝えており、いい番組を

見せてもらえたと感じている。 

 

○  とてもいい番組だった。さらに掘り下げたものを見たい。亡くなられた警察官の方、

普通に未来への希望を持っていた方、大使館勤務を希望していた方、国際貢献したい

と言っていた方が、文民警察官として参加していたのに、知らず知らずのうちに、現

実的には戦争に引き込まれてしまうという怖さを感じた。この事件が、当時どの程度

報道で取り上げられたのかさらに知りたかった。また一部の登場人物の映り方が、感

情をいらだたせるような気がした。撮影のシチュエーションや照明の色を統一した方

がよかったのではないか。 

 

○  タイトルから暗い印象の番組だと思って見始めたが、最後まで見ると、こういう番

組をもっと見るべきだと考えが改まった。しっかりと取材をしていて、現地の生の声

や、当時の関係者たちの声を丁寧に拾っていて良かった。自分の周囲の３０～４０代

の人たちに、この事件を知っていたか聞いてみたが、知らないという声が多かった。

より多くの人に番組を見てもらうような工夫をしたほうがいいのではないか。それが

タイトルを工夫することなのか、ナレーターを工夫することなのかは検討の余地があ

ると思うが、多くの人に関心を持ってもらう工夫は必要だ。私たちの世代や、より若

い人たちがこういう現実を扱った番組を見るために何か手段を講じれば、異なる層の

人たちが番組を見ることにもつながるのではと思う。扱っている内容自体は、知らな

いといけない事実だと感じるので、こういう番組を多く作り、またより多くの人に見

てもらえる工夫をしてほしい。 

 



6 

 

○  昨年、安全保障関連法の改正があり、いままさに人命が関わるような新たな国際平

和への貢献活動が始まろうとしている。それぞれが平和について考えてみる、そのよ

うな中で、この番組が放送されたのは、非常にタイムリーだったと思う。番組での政

府の発言を聞いていると、命を懸けた仕事をしている現場を軽く見すぎていないかと

いう思いを非常に強く持った。私はあのような状況を見ていると、第二次世界大戦中

における日本軍司令部の無茶な作戦と悲惨な現場とのギャップを思い起こす。日本の

犠牲者のありかたというのは、あの当時とあまり変わってないという感想を持った。

終盤で、当時の国際平和協力本部の事務局長が「世界各国が危険や犠牲も認識しなが

ら平和活動をやっているのだ。だから日本もやらなければならない」という趣旨の発

言をしていたが、国民がしっかり理解した上で判断できるように、多くの議論をして

いかなければいけないのではないかと改めて思った。私は９．１１の事件の時にミラ

ノにいたが、すぐに帰国することになった。パリ経由で相当な緊張感をもって帰って

きたが、パリの空港の免税店では、多くの日本人が楽しそうに買い物をしており、そ

の光景に非常に違和感を覚えたことを記憶している。日本人というのは、テロとか戦

争に対して感覚が少し違うのかなという気もするので、ぜひそういう視点で、意識の

啓発に資する番組をもっと作ってほしい。 

 

○  総合的に言えばすごくいい番組で見応えがあり、きちんと報道していると思った。

その点には敬意を表したい。当時の自分自身この事件の印象はあまりなかった。番組

を見終わり、髙田さんが亡くなったことが当時どの程度報道されたのか、大きな疑問

を持った。日本の警察官は拳銃を持っているのに、文民警察隊は、停戦合意が出来て

いるという理由で拳銃や武器を持たずにカンボジアに派遣されたことに非常に違和

感を持った。同時に、２３年前にきちんとこの事件を認識していなかった自分を恥じ

た。襲撃されてから２時間後にスウェーデンの文民警察隊が駆けつけた時には、髙田

さんが亡くなっていたが、襲撃の際に誰かが銃で応戦したのか、何人がけがをしたの

か、２時間の間どうしていたのか、逃げたのか逃げなかったのか、どこで撃たれて亡

くなったのかということが出てこなかったことに違和感を抱いた。メディアというの

は、実態をきちんと報道することと、実態と現実のかい離を指摘することが最も重要

だと思う。そういう点で言えば、この番組は実態をきちんと報道した点については敬

意を払うが、なんとなく少し不十分な点が残り違和感を抱いた。 

 

○  私も文民警察官のことは全く知らなかった。元文民警察官の人たちが、２０年以上

たった今だからこそ話せる当時の出来事や心境を語り出してくださったことに非常

に胸を打たれたし、映像も現場を生々しく非常にショッキングに伝えるものだった。

ＰＫＯそのものについては私自身、個人的には必要性を感じている。ただし、自衛隊
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と警察官たちが命の危険にさらされることがある場合、国家として全力で彼らの命を

守るべきだし、そのうえで、万が一亡くなられてしまうようなことがあったら、公に

その死を悼んでその行動を称えなければ、国のために命を捧げた人たちが報われない

だろうとずっと思っていた。ところが番組を見て、カンボジアのＰＫＯでは１人の文

民警察官の死に対してどれもなされてないということがわかり、非常に大きな衝撃を

受けた。それと同時に、当時の政府高官や責任者が、まるで現実を無視したかのごと

く、人材を政策の道具のように扱って危険な場所に放り出したことに怒りを覚えた。

今回の番組では、当時の未公開映像と現在の綿密な取材を重ね合わせて、そうした事

実をあぶり出すとともに、文民警察官一人一人が苦悩しながら任務を全うした姿を伝

えて、１人の警察官の死を悼むという非常に秀逸な番組になっていたと思う。こうい

う番組を作ってくれたことにお礼を申し上げたい。最初は私がこの事実を知らなかっ

たのは、私の不勉強が原因だと思っていたが、当時、政府が公にしなかったのか、メ

ディアが取り上げなかったのか、あるいはほかの事情があったのかと、疑問に感じた。 

 

○  ２３年前は日本経済がバブルの最終段階の頃で、世界から日本は金持ちだと見られ

ていた時代だった。財政だけでなく人的な世界貢献が強く求められる中で、ＵＮＴＡ

Ｃ（国連カンボジア暫定統治機構）に文民警察官を派遣したという背景があったと思

う。ただ、ここまで危険な地域で悲惨な状況に文民警察官が追い込まれていたことは、

今回番組を見て初めて知った。知られていなかった悲惨な実態を明らかにした、非常

に貴重で意義のある番組だと思った。日本人警察官の宿舎が攻撃されたり、隊員が襲

撃されたりする事件が相次いだ。当時の今川幸雄カンボジア大使の治安情勢報告も含

めて、こういった情報は日本政府に当然報告されていたはずで、日本政府としては文

民警察官の命が危険にさらされていることを察知できたのではないかと思う。それに

もかかわらず、停戦合意が崩れていないというかたくなな政府の姿勢が、髙田さんの

貴重な命が奪われるという悲惨な事態につながったのではないかと思う。元隊員の

方々が２３年間の沈黙を破って重い口を開き始めたと言うことだが、政府のホームペ

ージを見ても当時のことはほとんど掲載されていない。ＵＮＴＡＣに参加した髙田さ

んと、もう１人の方が亡くなったことは載っているが、それ以外はほとんど触れられ

ていない。誇りを持って参加したにも関わらず、政府だけでなく国民の大半もこの事

実を忘れ去っており、検証もされないことに対する憤りとやり場のない気持ちから、

元隊員の方たちは重い口を開き始めたのではないかと思う。なぜ停戦合意が崩れてい

ないと判断を下したのか、当時の政府関係者に証言を求めて検証すべきだと思う。今

年１１月には南スーダンにＰＫＯとして派遣される自衛隊に、駆けつけ警護の新たな

任務が付与される可能性もあると言われているが、カンボジアＰＫＯの二の舞になら

ないかと危惧している。こういったことも含めて安保関連法について、私たち一人一
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人がもう一度じっくり考えるよいきっかけを与えてくれた番組だと思う。国際貢献は

当然国として非常に大事だが、それには非常に大きな犠牲を伴うということを政府は

国民に対して責任を持って説明するべきだ。そういった前提を踏まえたうえで、ＰＫ

Ｏに派遣するかどうかを判断していくことが必要だと番組を見て思った。 

 

(ＮＨＫ側)  

髙田さんが殺害されたときの状況についてお答えしたい。当時、

現場には文民警察官が５人いらっしゃった。３５ドルの銃の話が

鮮明なので、あたかも全員が銃を携行し、常に撃つ格好でいるよ

うなイメージを持たれたかもしれない。だが、銃を持っていたの

は部隊の一部の隊員に限られる。それも実際には、常に戦うため

に銃を持っていた訳ではなく、ポル・ポト派に囲まれて襲撃され

た際に、最期に一矢報いたいという思いであったと理解している。

襲撃された隊員たちは銃を持っておらず、髙田さん以外の４人も

撃たれて重傷だった。襲撃した兵士たちは農民出身で、彼らも撃

たれたくないため、２分間程度銃撃をしてその場を離れたのでは

ないかというのが定説になっている。そういう状況の中で弾丸が

当たって死に至ったのが髙田さんだった。当時、殺害事件につい

ては、ＮＨＫも含めてある程度の期間、報道している。中田さん

の事件のほうが当時注目されたことと、そもそも文民警察官に世

間の関心があまりない中で、報道そのものも収束し関心も急速に

薄れていったという状況だった。それから、なぜ今回この報道が

できたのかについては、番組の中でナレーションでも多少触れて

いるが、警察の関係者の方から２年程前、こういう話があると伺

ったのがきっかけだ。当時の山﨑裕人文民警察隊隊長が、自分た

ちの行動を埋没させたくないという思いがあったということが一

番大きい。その背景には昨今の安全保障を巡る状況の変化もあっ

たと思う。政府等でこの事件が検証されなかったのかという問い

については、その通りだと認識している。それが我々がこの番組

を制作する一番大きな動機だった。より多くの人に番組を見ても

らえるように工夫してほしいとあったが、これはもっともなご意

見で、そのための努力はこれからも続けていきたいと思っている。

ＢＳ１でこの初冬、長時間の番組に編集し直して放送するという

計画もある。その中ではもう少し、それぞれの背景とか、先ほど

質問いただいたような髙田さん殺害の状況についても、触れてい
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くことになるのではと考えている。 

 

(ＮＨＫ側)  

登場人物の映り方については、非常にフラットな扱いだったと

認識している。また、このような番組は多くの人に見てもらいた

い、という思いを番組制作に携わる人間は誰もが持っている。例

えば戦争と平和への関心が強くなる８月にこの番組を放送するこ

とも、より多くの人に見てもらう工夫の１つであり、番組のＰＲ

にも力を入れた。ナレーターを若い人向けに工夫してはどうかと

いうご指摘があったが、今回は難しかった。今後も多くの人に見

ていただけるような努力を続けたいと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ８月１６日(火)に放送されたスーパープレミアム「スペシャルライブ！京都 五山

送り火」（ＢＳＰ 後 6:00～8:59）について。当日の大雨は、放送に携わる人たち

にとって大変なシチュエーションだったというのが最初の感想だ。内容については、

少しいろいろな所に視点が散りすぎており、盛りだくさんすぎた印象だ。“おしょら

いさん”は、私たちもよく使うことばなのだが、このことばやそのほかの用語をもう

少しテロップなりで補足して分かりやすくしたほうがよかったのではないか。例えば

地域によって習慣も違うし、同じ京都の中でも “おしょらいさん”の扱いもずいぶ

んと違ってくる。それを京都市内全地域まとめて、「これが京都の“おしょらいさん”」

とするのはかなり無理があると思いながら拝見した。また当日の大雨を受けて大胆に

内容を差し替えるべきだったのではないか。例えば、外にいる時間をもっと少なくし

て、もう少しコアな話、具体的には魂の話などをより多く扱うようにしたほうがよか

ったのではないか。もう１点残念だったのが、六波羅蜜寺について。あの周辺はお盆

の時期、特別な雰囲気が流れる地域なので、その映像があるともう少し見やすくなっ

たかなと思う。番組の中では、いろいろな地域を回りすぎている気がしたので、もう

少し視点を絞ってシンプルにしたほうがよかったのではないか。これにめげずに、生

中継とは別に新たな企画を作っていただけたらと思う。 

 

○  私も当日現地にいたが、本当に土砂降りで残念であったし、現場の方々は大変だっ

たと思う。内容についていうと、３時間にわたって、歴史的な意味や宗教的な意味、

民衆文化の視点など、さまざまな要素が入っていて、五山送り火の意味をきちんと伝
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えていてよかった。それぞれの山を少しずつ丁寧に扱っていたのもよかった。全体的

な文字が分かるような映像や、幻想的な炎の燃えている映像が上手に放送されていた

のも、迫力があってよかったと思う。３０台のカメラがどこに配置されていて、どこ

から映していたのかを紹介してもらえると、よりいっそう楽しかったのではないだろ

うか。また未生流笹岡家元の笹岡隆甫さんの生け花とのコラボレーションがあったが、

後ろのスクリーンの映像が見にくかった。例えば画面を半分ずつにしてそれぞれ映す

などすると、合作としての印象も強くなってよかったのではないかと思った。大雨に

なったところで、ゲストは途中で屋内に入ってもらい、雨の音だけどこかで聞かせる

演出でもよかったのではないか。今後、東京オリンピックに向けて日本のことがクロ

ーズアップされていくと思うが、日本のさまざまな古くからの行事や祭りを、特集し

てほしいと思う。 

 

○  大変意欲的な番組で歴史の勉強になった。大雨のため、スタッフの皆さんは大変だ

ろうなという思いを持ちながら見た。それにしても３時間の放送は少し長すぎるので

はないか。録画して３分割して見たが、通しではなかなか見られない長さだ。 

 

○  番組として長いので、１時間半ぐらいでいいのではないかと思う。ライブなのはい

いのだが、午後７時から始めて午後８時４０分ころに終わるのがちょうどよいのでは

ないかと感じた。生け花とか料理といったコーナーは不要ではないか。また足利義政

が五山送り火を始めたのではないかという説は１つの説に過ぎないのに、ＮＨＫが放

送すると信ぴょう性が増してしまうので、取り上げなくてもよかったと思う。送り火

の歴史をきちんと説明することで十分だったのではないか。大変興味深かったのは、

左大文字を担当する地域の人たちが、火がよく見えるように、高さや薪の量を工夫し

ていたことだ。確かに画面で見ると左大文字が最終的に一番きれいに見えた。アング

ルなどのさまざまな条件があったかと思うが、大文字が見えなかったことが残念だっ

た。 

 

○  楽しみに拝見した。人々の生活の中で伝統行事というのが精神的な支えになってい

ることや、京都の人にとって五山送り火が、“おしょらいさん”を迎えてまた送ると

いう、お盆の大切な行事になっていることを踏まえて、この行事の大切さと精神性を

３時間の番組の中で一生懸命伝えようとしていたと思う。残念だったのは番組の冒頭

でアナウンサーが「８月１６日は特別な日です。たくさんの人の努力と先祖を敬う心

がぎゅっと詰まった一大イベントです」と言ったことだ。伝統行事を「イベント」と

いうことばで表現したことは非常に残念だった。せっかくこれほどの番組を作ったの

なら、ことばの扱いにも気をつけてほしい。 
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○  放送開始から１時間たったところで「１時間後に点火です」と言われた時には、残

り１時間何をするのかなと思った。送り火の歴史や生け花パフォーマンス、精進料理、

５つの山の特徴をしっかり押さえられており、それぞれのパートはとてもよい内容だ

ったが、視点が飛んでいて分かりにくかったため、最初の２時間がつらかった。だが

この五山送り火は、供養の大切さや命の尊さに改めて思いをはせる機会なので、年に

１回は放送してほしいと思った。この日は放送を見てじっくりと自分や先祖について

思いを巡らせたり、その先祖の供養について考えさせられた。映像にすごくこだわっ

ていたが、迫力ある間近の映像にワイプで全体像を映しておくと、火が次々に点火さ

れていく様子をもっと興味深く見られたのではと思う。雨の中本当に大変だったと思

うが、最後の１時間は見ていてしっくりきた。 

 

○  自分にとって、五山送り火はすごく身近なものだ。こんな大雨なのに火をつけてい

るのかと思っていたら、テレビで中継していたと知って驚いた。檀家による火のつけ

方の違いもよく分かり、“おしょらいさん”ということばが全国に伝わったのは喜ば

しいことだと思った。ただ、生け花のライブパフォーマンスは唐突でわざとらしかっ

た。精進料理のところはザッピング対象となってしまうのではないかと感じた。３時

間ではなく１時間ぐらいの番組にしてもらったうえで、六波羅蜜寺の話を入れるべき

だと思った。六道珍皇寺の話や、ご先祖が鐘をついたら帰ってくるというような話を

もう少し深く知りたかった。 

 

○  最初の３０分ぐらいを見たときに、あと２時間半もあるのかとつらいものを感じた

が、“ながら見”だと内容は盛りだくさんで、バラエティー豊かで結構楽しむことが

できた。ライブの部分と１時間程度でいい場面を編集した映像を合わせた番組だと見

え方も少し違うのではと思った。 

 

○  大文字から鳥居型まで、それぞれ独自の点火方法、歴史、伝統があり、５人のアナ

ウンサーが分担をして平等に紹介したのがよかったと思う。 

 

(ＮＨＫ側)  

五山送り火は、午後６時ごろから本格的に準備が始まり、午後

８時４０分過ぎごろまで火がついているということなので、午後

６時から午後９時の生放送になった。当日あれほどの大豪雨にな

るとは想定していなかったが、ライブは生放送感が大切なので、

京都市内に大雨洪水警報が出ていることや、大文字の火が見えな

いことを、もっと早く伝えればよかったと考えている。大文字は

https://www.google.co.jp/search?hl=ja&biw=1366&bih=625&q=%E5%85%AD%E9%81%93%E7%8F%8D%E7%9A%87%E5%AF%BA+%E4%BA%95%E6%88%B8+%E5%85%AC%E9%96%8B&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjgptCJgKjPAhWGm5QKHZOTDG8Q4QIIGigB
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標高４００メートルと高いところにあり、３０台のカメラを備え、

京都放送局の鉄塔にも有人でカメラを備えて全部の火を見せよう

としていた。しかし、豪雨のため見せることができなくなってし

まった。また全国の視聴者がご覧になっていることを踏まえて、

送り火の細やかさや、地域ごとの“おしょらいさん”の扱いの微

妙な違いなど、全体的にもっとわかりやすく丁寧に描くことを心

がけるべきだったと思う。「イベント」というコメントを使った

ことについては、ことばの使い方の精度について考えるべきだっ

た。雨が降っていない中、本当にきれいに大の字から左の大文字

まで見える状況で、ぜひもう１度中継したいところだが、毎年は

難しいのでまた別の機会を考えたい。１つのやり方としては、送

り火が終わった翌日、もしくは翌々日にドキュメンタリーできち

んと見せていくという方法もあるかと思う。生中継の文化的な番

組が少なくなってきている中ではあるが、このような番組を制作

するディレクターたちの経験値をもっと上げていかなくてはいけ

ないと感じた。 

 

○  ８月２８日(日)放送のバリバラ 生放送「検証！＜障害者×感動＞の方程式」につ

いて。この番組では、障害者を健常者に勇気や感動を与えるための“道具”として扱

っていることについて、オーストラリアのコメディアンでジャーナリストであるステ

ラ・ヤングさんの“感動ポルノ”ということばを使い、障害者の皆さんの声も交えな

がら議論していた。ＮＨＫにしては珍しく、民放の番組で障害者を扱ったドキュメン

トがまさに放送されている同時間帯に一石を投じる番組だった。この番組の中で紹介

していた「障害者の感動的な番組をどう思うか」についてのアンケート結果や、番組

終了後にバリバラホームページで掲載された「“おもしろい障害者”と“かわいそう

な障害者”ではどちらに募金が集まるのか」といった企画の結果を見ていても、ステ

ラ・ヤングさんの「乗り越える障害は社会側にある」という発言はそのとおりだと思

った。今回の放送はバリバラの真骨頂ではないかと思った。ぜひ今後も頑張ってほし

いと思う。 

 

○  “感動ポルノ”ということばについて。ポルノということばが悪の権化のように扱

われているのが気になる。たとえば春画は“セクシャルアート”と言われたりもする

が、ポルノということばが社会的に絶対悪になっている気がしていて、そこまで言い

直さないといけない今の社会の風潮に疑問を感じるとともに、ポルノということば自

体が過度な偏見にさらされているようで残念に感じる。 
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○  リオデジャネイロオリンピックはスピード感があり、選手同士の戦いがおもしろく

必死になって見ていた。またリオデジャネイロパラリンピックについては、例えば「ボ

ッチャ」という競技名を聞いても、一般の人はピンと来ないと思う。「ゴールボール」

もそうだ。周りでもパラリンピックの競技自体がよく分からないという声を聞く。４

年後の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、競技の説明などを一般の人にも

分かってもらえるような番組があったらいいと思う。マイナーなパラリンピックでも

楽しめるような、スポーツの見方が変わるような番組を制作してもらえたら、４年後

の東京オリンピック・パラリンピックがもっと楽しめるのではないか。 

 

○  オリンピック・パラリンピックの金メダルの報道について。オリンピックの時は、

日本は金メダルがいくつ、世界で何番目とかいうように、金メダル報道が加熱してい

た。一方パラリンピックの時は、金メダルがゼロだということについて、非常に淡々

と報道していて、全く批判もしていなかった。私はむしろパラリンピックの報道の方

を１つの基準とした方がいいのではないかと思う。ＮＨＫも含めて、表面上は金メダ

ル競争ではないと言いながら、現実には金メダル競争のような報道をしていた。 

 

○  スポーツは結果が全てで、報道が加熱していても結果を出せるというのが、本当の

強いアスリートだと思っていたので、今回、レスリングの吉田沙保里選手が「金メダ

ルが取れず、本当にごめんなさい」と言ったことばが衝撃的だった。報道のたびに期

待、優勝、金メダルということばが繰り返されていて違和感があった。そのプレッシ

ャーに勝つことが、本当に強いアスリートというわけではないことに気づいた。４年

後には東京オリンピックが控えている中で、金メダルについての報道が加熱し続けて

おり、この４年間の選手への報道のあり方は難しいが、選手にとってデリケートな問

題なので十分配慮してほしいと思う。 

 

○  オリンピック放送のなかでよく使われていたことばで「結果が出ました」というも

のがあった。この「結果が出ました」は、もともとは良くも悪くも結果が出たという

意味であるが、最近は「結果が出ました」と言う場合、よい結果が出たという意味に

置き換えられているように思う。オリンピックのときにＮＨＫのアナウンサーが常に

このことばを使っていたのを聞いて、「よい結果を出す」という意味でこのことばが

市民権を得てきたから、ＮＨＫで使い出されているのか、そのあたりの考えを聞きた

いと思う。ＮＨＫ放送博物館の企画展「ＮＨＫアナウンサーヒストリー～ことばへの

飽くなき挑戦～」の案内で、時代に即した表現を模索し、ことばで的確に表現しよう

と努力した先輩アナウンサーが紹介されていたので、この「結果を出す」ということ

ばも時代に即した表現なのかと少し複雑な気持ちで聞いていた。 
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(ＮＨＫ側)  

「結果が出る」ということばについては２つの使われ方があり、

客観的な意味で「結果が出る」という使い方のほかに、もう１つ

スポーツの放送の中では「一定の成果を出す」「よい成績をあげ

る」という意味で使われてきているように思う。そこには慣用性

があると思う。おそらくお聞きになった表現はそのような意味で

使われていたのだろうが、明確にそのことについて何かに定義し

ているという訳ではない。 

 

○  ここ１か月ほどニュースを見ていて本当に耐えがたい思いをしている。豊洲の市場

の問題が扱われる時の“盛り土”ということばについてだ。日本国語大辞典にも、広

辞苑にも「もりど」という言い方は記載されていない。広島県での土石流災害が起こ

った時にも、この審議会の場で触れたが、広辞苑で「まさつち」ということばはある

が「まさど」ということばはない。国語大辞典でも「まさつち」はあるが「まさど」

はない。「まさど」も「もりど」も土木業界の用語である。それが広がってＮＨＫの

アクセント辞典にも、「もりど」が「もりつち」の後に入っていて、土木用語と書い

てある。公共放送自ら正式ではない用語の使用を先導するというのはどうなのか。ま

た、参考までに言うと“大地震”を「おおじしん」ということばで表現するのも間違

っている。「おお」ではなく「だい」である。「おお」という場合は大和言葉なのだ。

ただ、大和言葉では地震は「なゐ」と記す。学者の人たちは、平家物語に「だいじし

ん」とふりがなを振っている。ＮＨＫも国語の使い手を育てるという教育的な使命を

もっと強く持っていただけたらと痛感している。 

 

(ＮＨＫ側)  

「もりど」と「もりつち」については、多くのご意見を頂いて

おり、９月７日からの１週間ではＮＨＫに頂いた意見の中でトッ

プだった。東京都が「もりど」と公表しているため、それに合わ

せている。基本的にはニュースなど一般番組では「もりつち」と

読み、土木などの専門分野について扱う番組では「もりど」でも

可としている。 

 

○  盛り土をする事業は土木の事業以外にない。土木では言っているからそうするとか、

東京都が言っているからそうするというのであれば、間違ったことばでもＮＨＫはそ

れに従うということになる。注意深くことばを使ってもらいたい。 
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(ＮＨＫ側)  

皆さんからのことばの使い方へのご指摘、ご意見として受け止

めたいと思う。オリンピックにおける報道についても承った。 

 

○  ９月３日(土)のＮＨＫスペシャル「ドラマ 戦艦武蔵」について。戦艦大和と違っ

てあまり光が当たることのなかった戦艦武蔵に焦点を当てていた。主人公の祖父が結

婚してすぐに戦争にとられ、戦艦武蔵の沈没によって亡くなったと聞いたが、その祖

父の最期がどうだったのかを知りたいと思うことからこの番組は始まる。いろいろと

たどった結果、四国の八十八か所を巡る途中で祖父を知る部下だった人を見つける。

戦艦武蔵は浮沈艦で沈まないと言って国力をかけて作ったが、それが実際には沈んで

しまった。しかし実際に沈んだことの報道はもちろん、遺族にもその様子が伝えられ

てこなかった。先ほどのカンボジアの警察官の話と重なる気がしている。戦いの場面

は劇画と実写を重ねたような形で、生々しく静かなドラマの進行の部分とは対照的で

本当にいい番組だった。 

また、大河ドラマ「真田丸」は、ほぼ確定的に分かっている史実はしっかりと押さ

えながら、諸説ある部分は大胆に想像して脚色しているのが興味深く、いい勉強にな

っている。千利休が切腹をすることになった大きな理由が、茶人として秀吉と付き合

いながら、一方で“死の商人”として敵方にも武器を売っていたからという描き方や、

秀次の切腹の場面が、予想外かつ斬新でおもしろかった。同時に脚色であぜんとした

のは関ヶ原の戦いの描かれ方だった。関ヶ原の描き方とは対照的に、大坂の陣はさぞ

ダイナミックに描いていただけるだろうと大きな期待を持っている。 

 

○  ８月７日(日)のＮＨＫスペシャル 大アマゾン 最後の秘境第４集「最後のイゾラ

ド 森の果て未知の人々」について。大アマゾンのシリーズには非常に関心を持って

いて、いつも番組を見るようにしていた。この番組はブラジルとペルーの国境地帯に

暮らす、文明社会とほとんど接触したことのない部族で“隔絶された人々”という意

味のイゾラドと呼ばれる人々を取材した番組だ。彼らを取材したのはＮＨＫが初めて

ということだった。文明人がもたらす病気に抵抗力がほとんどないために、すでに人

口が９０％も減り、２～３年後には消滅すると言われている人たちだ。ＮＨＫが接触

に成功した家族は９人で、赤ん坊から１０代の少年少女がいたが、彼らの未来がそん

なに暗い事実なのかと衝撃を受けた。片言の通訳を通じて語りかけてみると、彼らの

答えは「文明人側の人たちのことが怖い」、なぜ村の青年を殺したのかと問うと「あ

なたたちが先に殺した」。自分たちは幸せかと問うと「幸せって分からない」という

答えが返ってきた。非常に重みのあることばだった。全く知らない世界のことを知る
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のがドキュメンタリーを見る醍醐味なので、非常によい番組だと思った。ただ、ＮＨ

Ｋの取材班が入る前にイゾラドを撮影した動画とＮＨＫが取材したイゾラドの動画

があるが、それぞれのイゾラドの髪型が全く違った。最初のイゾラドは、男女ともに

非常に髪が長く、石器時代のような石の刃物で前髪を断ち切ったような髪型だったが、

ＮＨＫが接触した家族たちはとても現代的な髪型だった。これはカミソリのような鋭

い刃物を持っていないとできる髪型ではないのではないかと思った。 

 

○  ６月２日(木)のクローズアップ現代＋「“奨学金破産”の衝撃 若者が…家族が…」

について。大学中退者の続出は、我が国にとって非常に大きな損失だ。労働力人口が

どんどん減る中で、国家として教育は未来への先行投資であるという位置づけを明確

にし、給付型の奨学金だけではなく、貸与型の奨学金についても無利子にするとか、

返済期間を優遇するとかいったことを積極的に行うべきだ。マスコミもそういった機

運をぜひ盛り上げていってほしいと思う。 

 

○  台風の影響による大雨の中、車を運転しながらラジオ第１放送を聞いていた。その

時、放送されていた和歌山県田辺市からの台風中継のときに「番組の途中ですが」と

大阪放送局からの放送が入った。和歌山県の情報が聞きたかったのだが、これはどう

いう理由だったのか。 

 

(ＮＨＫ側)  

当日は東京のラジオセンターがメインになって、四国と近畿を

中継で結んで放送していた。東京のラジオセンターから「台風が

田辺市に上陸しました」という報道をしていた時に、ルールに則

り、避難準備情報や避難勧告を短い時間で近畿ブロックで上乗せ

してお伝えしたのだと思う。指定公共放送機関として伝えなけれ

ばいけない情報なので、ご理解いただければと思う。 

 

○  ９月１６日(金)放送のかんさい熱視線「さやか １１歳の夢～ミナミ “外国ルー

ツ”の子どもたち～」について。かんさい熱視線は非常にすぐれたドキュメントを放

送している。きちんと取材して真摯（しんし）に報道しているところがいい。大阪放

送局の自慢の番組だろう。Ｍｉｎａｍｉ子ども教室の実態を淡々ときちんと取材して

いて、希望の持てるような終わり方だった点も、私の好みに合っていた。 

 

○  ９月２日(金)のかんさい熱視線「紀伊半島豪雨５年 土砂災害から命を守れ」につ

いて。我が国ではいつどこで土砂災害が起きても不思議ではないということを視聴者
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に警告するよい番組だったと思う。いつ起きるかもしれない災害から多くの人を守る

には集団移転しかないのではないかと考えている。そういう意味で番組の中で取り上

げられていた十津川の村内移転に関する情報は大変興味深かった。フォローアップし

て番組でぜひ継続して取り上げて頂きたい。 

 

○  「ならナビ」で８月３１日(水)～９月２日(金)の３夜にわたって伝えた「豪雨災害

から５年」関連の特集について。災害だけにとどまらず、過疎問題を抱えている多く

の住民と、その地域を守ろうと努力して知恵を出している行政の思いというのを、住

民にうまく伝えていたいい企画だった。地域の事柄を行政がいろいろと取りまとめて

いても、そのまとめや企画を発信できるのは文字媒体しかないので、それをテレビ番

組という視覚重視の媒体で発信していただけるのは、住民にとって大変わかりやすい

情報発信だと思う。これからも続けてほしい。 

 

○  「あすのＷＡ！」について。「見やんと！真田丸」を初めて見た。和歌山県と書か

れた六文銭の映像とともに、有働アナウンサーの重厚なナレーションが始まった時に

は、思わず二度見してしまった。９月１９日(月)のインターネットのニュースでも大

きく取り上げられていた。担当したディレクターのインタビューがニュースサイトに

掲載されていたが、ある旅行誌の真田特集が、200 ページある中で和歌山県は４ペー

ジだけしか扱われておらず、九度山はその中でも１ページだけしか取り上げられてい

なかった。そんな和歌山県の扱いを逆手にとったコーナーを作ろうとして実現した企

画とのことだった。インタビューする相手として地元で飲食店を経営する方や、生っ

粋の歴女で真田マニアの女性が出ている。有働アナウンサーがよくぞこのローカル番

組のナレーションを受けてくれたなとびっくりした。聞くところによると、和歌山放

送局のおもしろいものを作りたいという気持ちに賛同して快諾したということだ。イ

ンターネットのニュースをきっかけにみんなが「あすのＷＡ！」を見てみようと言っ

ているのを聞いて、うれしく思った。 

 

NHK 大阪放送局 

番組審議会事務局 

http://www.nhk.or.jp/wakayama/asunowa/
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平成２８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、２０日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。会議では、「平成２８年度国内放送番組編成計画

（スーパーハイビジョン試験放送）」について説明があった。続いて、事前に視聴し

てもらった、じもてぃ愛情マップ みんな すきやねん！「大阪・谷町六丁目界わい」

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、視聴者意向と放送番組モニター報告、８月の番組編成の説明が行われ、会

議を終了した。 

 

(出席委員) 

委 員 長 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) 

  片山九郎右衛門 (公益社団法人京都観世会 会長) 

  小 林 祐 梨 子 (スポーツコメンテーター) 

  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 (財団法人龍神村開発公社 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 編集部長) 

 

(主な発言) 

 

＜じもてぃ愛情マップ みんな すきやねん！「大阪・谷町六丁目界わい」 

 (総合 6 月 19 日(日))について＞ 

 

○  １回目に視聴したときはおもしろいと素直に思った。地元の人々がたくさん出てい

て大阪の気さくな空気感が伝わってくる番組だった。２回目にじっくり視聴すると指

摘したいポイントがあった。「まちけんリサーチャー」の大学生二人はおもしろいも

のを持っていそうだったので、この二人のやりとりをもっと聞きたかった。また、こ

の番組の主題である「まちけん」ということばだが、聞き慣れないと「まちけん」が

番組の構成にどう関わってくるのかわかりにくいと感じた。谷町六丁目が大阪のどの

あたりにあるのかを、例えば大阪駅との位置関係がわかるように鳥観図のような感じ
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で図示してもらうと、他府県の視聴者にとっても、もっと臨場感を味わえたのではな

いだろうか。出演者のリポーターが、視聴者に笑ってもらおうという意図から、出会

った地元の人に、自分たちとは別なコンビの名を伝えて最後まで本当のコンビ名を言

わなかったのは、言われた街の人が気の毒だと思った。関西、特に大阪は特に笑いに

厳しい土地柄である。その関西で、昼の時間帯にバラエティー番組を放送することは

なかなかの挑戦だと思う。 

 

○  クイズが３問というのは、飽きさせず短すぎずよかった。学生がクイズを作る番組

は今まであまりなかったように思い、わくわくした。手作り感あふれる街の地図や、

素人が作るクイズの意外性におもしろさを感じた。クイズについては真剣に考えよう

としたが、ヒントがあまりに簡単すぎた。せっかく出すなら、視聴者の関心を引くヒ

ントを工夫してほしい。スタジオの若いタレントの受け答えに若干違和感があった。

例えば解答者に若手の芸人を起用すれば、番組のおもしろさも変わるのではないだろ

うか。全体的には、この番組の次の回も視聴したいと思える番組だった。２０代の若

者にとってＮＨＫの番組はまじめなイメージが強い。その中でこの番組には、「ＮＨ

Ｋにこんな番組があるんだ」という興味を若者に持ってもらう意味があると思う。出

演者の顔ぶれだけでも、見てみたいと思わせるものがある。２０代を引き付けるには、

まじめだけど、違うことも出来るという意外性が必要だ。４月に始まったこの番組に

は、「ＮＨＫはこんなこともできる」と若者に発信する影響力はあると思う。今後を

楽しみにしたい。 

 

○  構成が甘い番組だった。冒頭で雑談が１１分もあったのはいかにも長い。若い人の

アドリブ的な進行に任せず、プロの番組制作者がきちんとサポートすべきであって、

谷町六丁目を題材にクイズを出すならもっと妥当なクイズを考えてほしい。１問目の

街に残る石垣についての問題は、ヒントを聞くだけで答えがわかってしまう。この石

垣を大阪城の石垣だと伝え続けている地元の人々の気持ちは大切にしないといけな

いが、一方で、史実として、この石垣は大阪城の遺構ではありえないことについては

もっと丁寧に解説する必要があったと思う。２問目の「タニマチ」ということばにつ

いてのクイズも、少しことばに関心がある大人であれば当然知っていることである。

３問目の直木三十五についてのクイズは、あまりに簡単すぎる。このクイズでは直木

三十五について解説もしていたが、ＮＨＫの番組がこのようでは困るというのが率直

な感想だ。 

 

○  若い人をターゲットにした番組のようでギャップを感じた。大学生が徹底的にリサ

ーチして、一生懸命な人、おもしろい人などを紹介していく、ローカルな話題満載の



3 

 

番組で関西らしくていいと思ったが、もう少し学生たちがリサーチする様子を見たい

と思った。スタジオで解答するのも、若いタレントではなく、地元の学生たちのほう

がもっとおもしろいのではないだろうか。リサーチする街に興味があれば視聴するか

なとは思うが、スタジオ収録の観覧希望者は毎回とても多いそうなので、若い人たち

にとっては興味深いのかもしれない。また、取り上げてもらった街の人々にとっては、

よくある紹介番組とは違って個性的な人、おもしろい人を取り上げる、違った視点の

番組ということでよいのかもしれない。 

 

○  谷町六丁目を取り上げるということで興味をもって視聴したのだが、率直に言って、

この番組はＮＨＫのカラーではない。これまでは民放がＮＨＫを目指して番組を制作

していたと思うが、最近、視聴者に寄り添うことを意識し過ぎて、ＮＨＫが民放的な

番組制作に近づこうとしていると感じており、この番組を視聴してその思いがさらに

強くなった。実際に放送された番組の中に、そのような作りの粗さを感じながらこの

番組を視聴して、情報を得られたと思う気持ちより、残念に思う気持ちのほうが強か

った。これまでＮＨＫを見てこなかった人に、ＮＨＫの方が番組を変えていくことで

近づこう、見てもらおうとしているのだが、その努力の方向性が間違っていないだろ

うかと危惧している。 

 

○  ふだんあまりバラエティー番組を視聴しないので、リポーターがわざと違うコンビ

名を言っていることに後になって気づいた。番組冒頭部分の一見無意味に見えるやり

とりは、若い人をつかむための導入部としては必要なのかもしれないと、仕事で大学

生に向けて講義をする経験から感じている。今の若い人たちは、入り口から抵抗なく

入れて、入った先でいろいろな情報を得られることを望んでいるのではないだろうか。

この番組についても、谷町六丁目がどういう土地柄なのか、ゆかりの人が何をしたの

かといったところまで知りたいと思うのではないだろうか。現場でのアドリブはあり

ながらも、情報発信する側が伝えたいことのアウトラインはきちんと決めて、その大

筋の流れを守ることを意識すれば、より街の魅力を伝えられたのではないだろうかな

どと思いながらも楽しんで視聴した。 

 

○  学生が素材をリサーチして、その街ならではのネタを集めて街の検定クイズを作る

という構成もおもしろかったし、学生の素人っぽさもいやみがなく、タレントの悪ふ

ざけが過ぎるわけでもないのに、なぜか番組になじめなかった。私にとっては番組全

体のテンポ、スピード感といったものに違和感があったのかもしれない。バラエティ

ー番組はとても難しいのだと感じる。冒頭の司会とスタジオゲストとのやりとりが長

すぎて、肝心の番組の中身に視聴者を引き込むことが出来ないのではないか。今の若
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い人にとってはこのテンポがいいのかもしれないが、そのあたりをどういうねらいを

もって制作しているのか知りたいと思う。若い人以外の層もターゲットとしているの

であれば、素材も構成も今のままでもっとおもしろく作れると思う。街に残る石垣を、

大阪城の遺構と信じている街の人の話を紹介していたが、歴史的にみて、あの石垣が

大阪城の遺構ではありえないのだから、今の空堀商店街のあたりが、かつて広大だっ

た大阪城の外堀であったことをわざわざ説明するのは、かえってわかりにくい。今回

登場した街の人たちは、出演者のタレントたちよりはるかに存在感が大きく、そのあ

たりはさすが大阪だと感じた。リサーチャーの学生のコメントが番組の最後にもあっ

たらよかったのではないか。 

 

○  企画としてはおもしろいと思うのだが、率直に言っておもしろいと思わなかった。

バラエティー番組をあまり視聴しないし、出演者も知らない人が多かったので、自

分はこの番組がターゲットとする層ではないのだろうと思いながら視聴した。街歩

きをテーマにした番組は好きでよく視聴する。「ブラタモリ」は教養番組といってい

いぐらいの情報量があるが、この番組と「ブラタモリ」とはターゲットが違うにして

も、同じＮＨＫの番組として、もう少し掘り下げようがあったのではないだろうか。

また、関西の民放の街歩き番組と比べても、私の世代にとってはこの番組にはおも

しろみが感じられない。もっと工夫してもらえたらと思う。 

 

○  あまりこのようなバラエティー番組を視聴しないのでよく分からなかった。普通な

らカットするような場面を意図的に採用しているあたりは民放的だと感じた。番組の

最初の方でＤＪが番組内容を説明するが、それ以降一切登場しないのは、そもそもど

ういう意図で出演してもらっているのかわからない。クイズは３問とも、ややもすれ

ば若い人をばかにしているように感じられるレベルで、普通は答えを知っていそうな

内容だから、クイズを解く楽しみがあるとは思えない。そして３問とも、谷町六丁目

がテーマであればあまりにオーソドックスなひねりのないクイズで、疑問に感じた。 

 

○  登場する地元の方たちはいかにも大阪人らしい、ちゃめっ気と、明るさ、ユーモ

アの持ち主で、こういう番組は関西でしか成立しないだろうと思ったが、クイズも

解答者もレベルが低すぎて楽しめなかった。取材した学生本人がスタジオで出題す

る、あるいは、最初から地元の人が出題し、そのクイズの内容について詳しく紹介

するといったほうが地元の情報がよりわかるのではないか。また、スタジオの若い

タレントを解答者にすることは、彼らの魅力を損なっているように感じられる。解

答者ではなくむしろ、知らないことを街の人々に率直に尋ねるリポーター役の方が、

彼らの新しい魅力を引き出せるのではないか。その土地への愛情を、地元の人たち
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からも、リサーチャーの大学生からも引き出せておらず、「じもてぃ愛情マップ」と

いう番組名と内容が一致していないのはとても残念だ。 

 

○  今回はこれまでの中では一番おもしろかった。リサーチャーの大学生たちは、大阪

ならではのおもしろい人たちを、空堀界わいという限られた地域からよくぞ探し出し

たものだと感心した。大学生リサーチャーは、桂文枝さんの流れをくむ大学の落語研

究会所属とのことで、さすがだと感じた。一方、毎回言えることだが、スタジオにい

るタレントたちの解答のレベルが低すぎる。一生懸命「まちけん」のネタ探しをした

学生や出題協力いただいた地元の人たちのためにももう少ししっかり答えてほしい。

関西の学生たちがおもしろい人やエピソードを探しだし、それをクイズにして地元の

人に出題してもらう番組は、関西のさまざまな街を紹介する上で、ローカル色も豊か

で良い企画だ。しかし、アイドルを出演させるのは、若年層の視聴率向上を狙っただ

けのように感じる。 

 

(ＮＨＫ側) 

テレビ離れ、ＮＨＫ離れと言われている現役世代にどうやって

ＮＨＫを見ていただくかは、今年の番組改定の大きなテーマだっ

た。ＮＨＫが若者の支持を得られないのは、正論を正面から押し

つけるだとか、予定調和というような意味でのＮＨＫらしさが原

因のひとつではないか。そうであれば、そういったＮＨＫらしさ

をいったん取り去ってしまったらどうなるか、という挑戦を、今、

始めたところである。そのためには、ＮＨＫらしいいつもの手法

で矯正、修正するのではなく、もっと違うやり方にチャレンジし

ようとしているのであって、民放のまねをしているというわけで

はない。「じもてぃ愛情マップ みんな すきやねん！」について

言えば、確かに構造が複雑で初めて見るとわかりにくい、という

ことはあるかもしれない。また、学生だけで「まちけん」にふさ

わしいクイズを作ることがそもそも難しく、うまくいかないこと

も多い。しかし、それこそ目指そうとしている脱・予定調和かも

しれないし、うまくできていない、素のままの舞台裏をあえて見

せるようなことを、今の若い世代は好むのではないか、と考えて

制作している部分もある。民放に近づこうとするのではなく、Ｎ

ＨＫらしさを脱却したところから新しい番組を作ろうとしている

過程で、今はその途上にあると思っていただけるとありがたい。

頂いたご意見を踏まえて、さらなる変革を目指して制作していき
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たい。 

 

○  若い人のレベルはこんなものだろうというのではなく、若い人たちがこの番組を視

聴することで、次は自分たちならこう作る、という意欲を引き出すような番組を、あ

くまで若い視聴者を前面に立て、プロの制作者がきちんと指導しながら制作していく

ことが必要である。若い人たちのなかでも、実際に番組制作に関心を持っている人た

ちを巻き込み、若い人たちが受け入れやすい方法をとりながら、しかし内容は誰が見

ても納得できる番組にしてほしい。ＮＨＫから若者が離れていくことを食い止めよう

とあえて冒険しようとしているのかもしれないが、ＮＨＫとしての毅然（きぜん）と

した態度は堅持してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

ＮＨＫには、いかにもＮＨＫらしく毅然とした態度を貫いてい

る番組もあれば、この番組のように実験的にあえてこれまでの形

を変えようとしている番組もあるということをご理解いただける

とありがたい。 

 

○  皆さん、ＮＨＫの番組を愛するが故に真摯なご意見を述べていただいていると思う。

大変感謝したい。この番組が、従来のＮＨＫの良さから逸脱しているのでは、という

ご注意をいただいたものと感じている。この番組は、まず関西のおもしろいところを

自然な形で紹介すること、次に、学生を主体にして、学生が自分の目で見ておもしろ

いと思うことを学生の観点から紹介すること、最後に、仮にうまくいかなくても、失

敗してもいいから、よい結果だけを紹介するような、ＮＨＫらしい予定調和をやめて

みようという３つの趣旨から出発している。放送開始から３か月が過ぎて、これまで

あまり見てもらえていなかった２０代男性に、少しずつではあるが視聴していただけ

るようになってきた。徐々に各界の方々からも興味を持っていただくようになってき

た。また、学生リサーチャーの頑張りがリポーター役の漫才コンビを通じて、芸人の

皆さんの間でも評判になっているとも聞いている。クイズ番組と考えると確かにレベ

ルが低いという評価もあるかもしれないが、この番組におけるクイズは、あくまで街

を紹介するためのひとつの手段である。クイズそのものというよりは、クイズを作る

ための取材過程を通しておもしろい人を紹介することがテーマである。現段階ではま

だいろいろ試行錯誤している途中である。これからも、学生を前面に立てていく方針

は変えることなく、学生の未熟な部分も含め、等身大の学生自身が、自分がおもしろ

いと思ったことを視聴者に届けるということを大事に制作していきたい。番組の収録

には、毎回 300～400 人の１０代、２０代の若い女性が観覧に集まってくださってお
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り、出演者の若いタレントの若い女性たちへの訴求力はやはり強いと感じている。ふ

だんは、ＮＨＫをあまり見ない視聴者層の方々でもあり、そういう方たちをいかに離

さないか、そのあたりも工夫していきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  神戸局による、神戸の災害ボランティア団体の熊本地震被災地支援の継続取材につ

いて。被災地の外からのボランティア活動については、民放含めいろいろ紹介されて

いたが、神戸局制作のこれらのリポートで紹介されていたのは、被災者自身の力を使

って村を復興していこうという活動であることに感銘を受けた。私と同世代の若い女

性が、大学を休学して故郷の村の復興に向き合う姿に、もし自分だったらそこまでは

できないと感じ、彼女の話をもっと聞きたいと思ったし、農業復興ボランティアの８

割がリピーターというのもすばらしいことだと感銘を受けた。これらのリポートを視

聴して農業復興ボランティアの活動を知ることができた。また、例えば熊本の農作物

を購入することが復興支援につながるという提案は、現地に行くことができなくても

力になれることがあることを具体的に示していた。そういう情報を発信することで、

メディアは復興に大きく関与していると実感した。また、ツイッターやＳＮＳを通じ

てこうした情報が拡散し、復興に向けた動きが加速するのは、こうしたデジタルメデ

ィアの大きな利点だと改めて感じた。地震から３か月たったからこそ紹介できる情報

があることを改めて実感した。同じ対象を継続して取材し、その情報を節目ごとに紹

介することは、視聴者にとっては地震からの復興がどうなっているのか、現状を知り、

またその活動が今後どうなっていくのかを知りたいと思うきっかけになるのではな

いか。 

 

○  神戸には阪神・淡路大震災を経験しているからこその気づきがあり、よく取材され

ていた。同じ対象を継続して取材し、１か月ごとに紹介することにも意義がある。営

利につながる活動はボランティアとして取り組むべきでないというルールを、まずは

生活が成り立たないと村の復興もできないと発想を転換し、農業復興ボランティアを

実現させたことは大変大きな意味がある。２０歳の大学生、寺本わかばさんが大学を

休学して自分の故郷の村の復興に取り組む決意をしたのは、彼女がその活動に意義と

希望を見出したからだと思う。若い人たちがこのような活動が出来るというのは、復

興に向けた大変大きな力になる。若者にはこういう形の希望もあるのだということを

あらためて考えて番組制作にあたってほしい。熊本地震では、隣の大分県でも大きな

揺れが観測されたが、大分県では幸い建物に大きな被害はなかったようだ。それでも、

震災報道の影響で大分県も甚大な被害があったかのように感じて観光を控える人も
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多いと思われる。今後の報道では、もう過剰に心配しなくてもいいという情報をどう

発信するかを考えてほしい。 

 

○  ７月１３日（水）のあさイチは、熊本地震から３か月の現状として、現地に行けな

い遠方の人にもできる支援や、既に訪れることができるレジャー施設の紹介といった

情報を発信していてとてもいいと思った。この日のゲストの発言に、現場を知らない

から言える、被災者の方が不快に思うのではないかと思われることばがあったが、ア

ナウンサーがうまく受けて違う方向に話をもっていったのは秀逸だった。大学を休学

して復興に取り組む決心をした２０歳の大学生についてのリポートでは、彼女と、休

学には反対したが、最後は本人の意思を尊重したという父親とのやりとりに、自分が

親の立場だったらやはり反対しただろうと考えさせられた。それでも、自分たちの手

で村の復興に取り組んでいかないといけないという彼女の決意に感銘を受けた。 

 

○  ５月１６日(月)のあさイチは、農業ボランティアを復興ボランティアとして位置づ

けていく過程をきちんと取材していていい情報発信だった。取材後の現地での変化に

ついて、スタジオでわかりやすくまとめて説明していたのも、その後どうなったのか

知りたいという視聴者の関心に十分応えていて大変よかった。６月８日(水)のニュー

スＫＯＢＥ発、７月１３日(水)のあさイチでは、大学生の寺本さんのうらやましいほ

どの行動力を軸に西原村の復興に向けた取り組みを紹介していた。同じ対象を継続し

て取材し、その時々の情報を発信していくのは、ＮＨＫならではの取材力、発信力で

ある。番組の中で「人が人を支えることで地域が生きていく」ということばがあった

が、このことばは、災害に限らず、例えば各地域で問題になっている過疎の問題にも

当てはまると思う。 

 

○  ７月１３日(水)のあさイチで、熊本地震の影響を受けたが、現時点ではもう訪ねる

ことができる観光地等の情報を集めて放送しており、特に九州の他県の人々には役に

立つ情報だった。被災地のために何かしたいけれど、行くと邪魔になるのでは、と懸

念している人にとって、今はこういうことができるという選択肢を提示することは大

変よいことだ。災害ボランティアについても、具体的な仕事の内容と受け入れ人数、

問い合わせ先の情報はとても役に立つように思う。また、募金や義援金を集めたらど

こが受け入れてくれるのか、それがわかるとチャリティー活動を主催する側、チャリ

ティー活動を通じて被災地を支援しようと思う人、双方にとって安心材料になる。ぜ

ひそういったことも番組で伝えてほしい。 

 

○  神戸局による、神戸の災害ボランティア団体の熊本地震被災地支援の継続取材につ
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いて。こうしたリポートを視聴することで、日常の食品でも熊本産のものを探して買

うようになった。メディアの影響力はすごいと考えさせられる。 

 

○  被災された方々が自分たちで復興に向かって取り組もうという意欲をもってがん

ばる姿、その活動に大学生の寺本さんがリーダーシップを発揮していることは非常に

すばらしい。たとえ休学しても、今の活動で得るものは将来仕事に就くときに必ず役

に立つと激励してあげたいと思った。 

 

○  神戸局は、同じ取材対象を継続してよく取材していたと思う。ボランティアについ

てのリポートを視聴していて感じることだが、ボランティア活動にどう区切りをつけ

るのかについてはあまり取り上げられない。ボランティアはいつまでするものなのか、

いつまで求められるのか。多種多様なボランティアのそれぞれについて、どう区切り

をつけるのが自然で望ましいのかという視点があってもいいのではないだろうか。ボ

ランティアを志す人は、災害が起こるたびにそこへ向かうと、一般的には思われるか

もしれないが、そうではない部分についても報道してほしい。寺本さんが大学を休学

してボランティアに取り組んでいるが、彼女がいつまで休学するのか等、いろいろ心

配になる。彼女の活動が一区切りつくまで引き続き取材して伝えてほしい。 

 

○  神戸局による、神戸の災害ボランティア団体の熊本地震被災地支援の継続取材につ

いて。阪神・淡路大震災を経験し、その復興を見続けてきた神戸局ならではのよい取

り組みだった。このリポートを視聴するまで、農業復興ボランティアが営利活動とみ

なされ、これまで認められてこなかったとは知らなかった。ボランティア活動を規制

するルールが縛りになっているのなら、そのようなルールを見直すことによってボラ

ンティア活動の範囲が格段に広がるのではないだろうか。 

 

(ＮＨＫ側) 

制作者が、神戸の災害ボランティア団体と一緒に熊本に入って

継続的に取 材を続けてきた。継続取材の重要性がお示しできた

と考えている。休学してボランティア活動に打ち込んでいる寺本

さんの顔が、震災直後と３か月後では、明らかに違ったように感

じられた。このようにひとりの人間の成長過程を映像で残せたこ

とは、継続取材の成果のひとつだと思う。震災から日がたつにつ

れてだんだん情報量が少なくなっていくなかで、義援金について

の細かい情報なども、毎回放送では取り上げられないかもしれな

いが、ホームページ等も合わせて活用しながら、視聴者のみなさ
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んの期待にお応えできればと思う。ボランティア活動を規制する

ルールの見直しということで言えば、ＮＧＯ団体がバスをチャー

ターしてボランティアを募集、派遣することは旅行業法に触れる

ため難しいということを取材し報道した。震災を経験した神戸局

ならではの視点からの取材だと自負している。 

 

(ＮＨＫ側) 

阪神・淡路大震災で、神戸は大変な経験をした。その経験を通

じて生まれ育ってきた災害ボランティアは神戸の宝ともいうべき

ものだと捉え、なかでも阪神・淡路大震災をきっかけに、２１年

前に誕生した被災地ＮＧＯ協働センターについてはずっと継続的

に取材している。東日本大震災、関東・東北豪雨、今回の熊本地

震と、いつも彼らがすぐに被災地に入る際にディレクターが同行

し取材している。彼らは、支援の網から漏れてしまう人や場所を

支援することと、助けてあげるのではなく、被災者自身が立ち上

がろうとするためのサポートを一緒になってやること、このふた

つを大切に活動している。寺本さんは神戸大学の学生で、神戸大

学には、やはり阪神・淡路大震災を背景に、ずっとボランティア

活動に取り組んできた実績があり、彼女自身も東日本大震災の被

災地、陸前高田に支援活動に行った。自分のふるさとが被災して、

たまらずに休学してボランティア活動に打ち込むことになったの

だが、そこにも神戸の、大震災を経験したという視点があるのだ

と感じている。なお、取材した成果をどう伝えるかということに

ついては、「あさイチ」という、視聴者が関心を持って応援した

くなる伝え方について豊富な実績を持つ番組と、神戸局、熊本局

というそれぞれに震災を経験した現地局が連携することで、いろ

いろな形で伝えていけるＮＨＫの力を実感している。最後に、「人

が人を支える」というのは、災害からの復興にとどまらない、普

遍的なテーマと考えている。西原村という小さな村が新しい村作

り、コミュニティーの再生をどう果たしていくか、今後も村の人々

に寄り添って取材し、「あさイチ」と連携したり、ドキュメンタ

リー番組等で伝えられたらと思っている。また、寺本さんが成人

式を迎える来年１月にも、彼女の前向きな姿を紹介できればと考

えている。 
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○  ７月３日（日）のＮＨＫスペシャル「私は家族を殺した～“介護殺人”当事者たち

の告白～」について。私も高齢の両親を自宅で介護した経験があり、介護がもう少し

続いたらどうなっていただろうかと考える。日本の社会はシステムが未整備のまま、

認知症の高齢者が急増する事態に見舞われた。システムがない状態を、家族、家庭が

なんとか支えているのが現状である。この番組が、これほど重い内容の話を取材対象

者から引き出したことに、これこそＮＨＫだという感銘を受けた。 

 

○  ７月４日(月)のクローズアップ現代＋「なぜ７人の日本人が～ダッカ・テロ事件の

深層～」について。日本人だから殺されたという解説に非常に大きなショックを受け

た。世界中どこにも安全と呼べる地域はもはやないと、在留邦人の女性が言っていた

のが大変印象的だった。バングラデシュの支援に力を尽くしてきたＪＩＣＡの人たち

がターゲットになるというのは本当に恐ろしいことだ。現在約 125 万人の在外邦人が

いると言われているが、こういった人たちはどうやって自分の身を守ればいいのだろ

うか。非常に大きな課題を突きつけられたように思う。その後も、フランスのニース

でのトラックテロや、トルコのクーデター未遂等々、従来であれば考えられなかった

恐ろしい出来事が相次いでいる中で、日本も 2020 年の東京オリンピック・パラリン

ピックを迎える。今から十分な警戒態勢を敷き、予防策を講じていく必要があるので

はないだろうか。安全神話に浸って対策を怠れば、日本でもとんでもないことが起こ

りかねない。ＮＨＫでも日本がとるべき対策について取り上げてもらえたらと思う。 

 

○  ７月１７日(日)のうまいッ！「濃厚な甘みと酸味！バレンシアオレンジ～和歌山

県・田辺市～」について。紹介された地元には大変な反響があったようだが、残念な

がら今年は不作で、放送後に問い合わせいただいても十分に応えられなかったそうだ。

それでも放送によってさらに田辺のバレンシアオレンジの価値が上がったと地元の

人たちは喜んでいた。 

 

○  ７月１９日(火)のクローズアップ現代＋「“ともだち あなた 戦う心”～永六輔・

最期の言葉～」について。番組で紹介された、永六輔さんが加藤登紀子さんに送った

歌詞が耳に残る。永さんが、ラジオから始まってテレビを経由し、最後にはまたラジ

オに戻られたことが印象的である。永さんが感じた「虚(むな)しさ」とは、ことばが

乾いていくと感じられたことではないかと私は受け取った。テレビではなくラジオに

戻られたのは、もちろん、車いす生活になってしまったことも理由だとは思うが、そ

れ以上にラジオというメディアの、ひとりひとりのリスナーと個々に向き合う、１対

１の関係を大切にする特性が大きかったのではないだろうか。一方、テレビはどうか。

視聴率の数字を追うだけでいいのだろうか、ということについても考えさせられた。
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永さんがテレビに戻らなかったのはなぜかということについても、テレビとしての自

己批判の視点から番組中で触れてほしかった。 

 

○  ＮＨＫは５９歳以下の世代をターゲットに番組を変えようとしているが、「変わら

ない良さ」もあるのではないかと思っている。今年リニューアルした「うたコン」だ

が、昨年までの「ＮＨＫ歌謡コンサート」が好きだった家族が「うたコン」になって

から離れてしまった。私は、ラジオ第 1 の「ひるのいこい」がとても好きでなるべく

聴くようにしている。何とも言いがたい日本の情緒的な良さを感じられる番組で、変

わらないＮＨＫのいいところのひとつだと思っている。 

 

(ＮＨＫ側) 

「うたコン」は、これまで「ＮＨＫ歌謡コンサート」をご覧い

ただいていた方々にも今後も継続して視聴いただきつつ、４０、

５０代の方々にも視聴いただけるようにという意図でリニューア

ルした。ターゲットを広げただけで、完全に若年層向けに転換し

たわけではないことはご理解いただきたい。 

 

○  参議院選挙の政見放送の編成について。朝の貴重な時間帯に、よその府県の政見放

送があるのは時間がもったいないと常々思っている。自分が住んでいる選挙区の政見

放送をしっかり、繰り返し放送してもらえるとありがたい。参議院議員は任期が長い

ので、その間、選挙区の問題にじっくり腰を据えて取り組むことが出来る。そのため、

特に無党派層は政党よりも人を見て投票する人を選ぶ傾向が強い。政見放送だけでな

く、候補者の人柄や政策がよりわかるような討論番組が放送できないだろうか。 

 

(ＮＨＫ側) 

関西の、特に県境付近では大阪の電波と各府県の電波の両方が

受信できるケースが多く、例えば京都府に住んでいても大阪の電

波を受信している方もかなりの数いらっしゃる。そのため、すべ

ての方に公平に必要な政見放送をごらんいただくため、すべての

選挙区の政見放送を近畿ブロックで放送している。また、編成す

る時間帯についても、出来るだけ大勢の方に視聴していただける

時間帯にすること、同じ選挙区の放送が同一の時間帯に偏らない

ことなどを原則にしている。 

○  ６月１８日(土)のウィークエンド関西「西日本の旅」で、リポーターが、腰にシャ

ツを巻いたまま大宇陀の薬草園を訪ねていた。人を訪ねて話を聞くリポーターがその



13 

 

ような服装とはいかがなものかと思う。ＮＨＫだからこそ、そういうところまで配慮

してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

取材時の服装については、礼儀を失しない範囲でファッション

として許されるのはどこまでか、きちんと見極めていきたい。 

  

○  ６月２６日(日)のルソンの壺～６月号～「観光ビジネスに商機あり～“おもてなし”

の新たな風！～」について。いつもユニークな企業を発掘、紹介している番組だが、

今回特に印象深かったのは、体験型の観光に焦点を当て格安航空で何回も訪れるリピ

ーターを獲得することに成功した奈良県の食品企業だった。ほかにも、京都、大阪の、

それぞれ一工夫することでうまく商機を見いだした企業が紹介されていて、制作スタ

ッフの努力でこうした企業の取り組みが発掘されたのだろうと思う。 

 

○  ７月１５日(金)のかんさい熱視線「８１歳ヘルパー～生涯現役の覚悟～」について。

いつまでも求められるヘルパーとしてあり続けようと努力している千福幸子さんの

姿を追っていた。人の気持ちに寄り添う、お仕着せではない介護を心がけ、それが年

齢と共に難しくなると、今度は話を聞くことを専門にする傾聴ボランティアに挑戦す

る。この番組を視聴して、生き方、年の重ね方、人生のしまい方について深く考えさ

せられ、これほどまでに生涯現役を目指して努力を続ける人がいるということに元気

をもらった。 

 

○  これからの日本の社会のひとつの課題として、健康寿命をいかに延ばすかというこ

とがある。生涯現役でいかにがんばれるか、それについてどう啓発していくかは非常

に重要なテーマである。主人公の千福さんは、そのテーマのまさにお手本のような方

だ。ただ、なかなか簡単ではない、相当な覚悟と決意がないと出来ないことだと改め

て思った。今後も健康寿命や生涯現役をテーマにさまざまな番組を制作、放送してほ

しい。 

 

○  千福さんの生き方は確かにすばらしい。ただ、介護ヘルパーの収入だけで生活し、

あるいは家族を養い、さらに自己研さんを積んでということが果たして可能だろうか。

介護人材が慢性的に不足している構造的な問題からは突き抜けているように感じた。

介護殺人の問題にしても、介護しないといけない家族を預けて助けてもらえる余裕が

あればそのような悲劇は起らないのだ。しかし、現実には、介護から抜けられないと

思い込まざるを得ない状況に置かれている人が多い。ＮＨＫにはそういう視点をもっ
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て番組を制作し報道してもらいたい。 

 

○  ７月１日(金)の「ニュース６３０ 京いちにち」で、画家のダリが生前愛用してい

た和傘を、京都の和傘店の店主と職人が複製する話題が紹介された。９か月にわたる

作業工程や、伝統的な物作りへのこだわり、最後は、京都市美術館でのダリ展のセレ

モニーでガラ＝サルバトール・ダリ財団に和傘を渡すところまで、短い時間によくま

とめてあった。地元のニュース番組にこのような短時間の特集があるのはとてもよい

と思う。 

 

○  ５月１４日(土)の「夢をかなえるアン・ドゥ・トロワ～ルグリと目指せバレエの饗

(きょう)宴～」(Ｅテレ 後 3:00～4:00)について。本当にがむしゃらにひたむきに稽

古に打ち込んでいた青年期の自分を思い出し、美しい映像もあいまってのめりこむよ

うに興味を持って視聴した。日本の古典芸能でもこのような番組ができないものだろ

うか。どうも、撮影する側が「こう撮ってはいけないだろう」というタブー意識に縛

られているように感じる。そのようなタブーを感じさせる被写体の側も反省すべきで

はあるが、たとえ実際にそのようなハードルがあろうとも、ＮＨＫにはそれを乗り越

えて、ぜひ新しい番組に挑戦してほしい。若手の個人をクローズアップするのではな

く、現代に生きている芸能のひとつとして古典芸能も取り上げていただけるとありが

たい。撮影される側が気にする以上に、ＮＨＫは古典芸能を堅苦しく考えていて、カ

メラワークや照明の当て方等々、自己規制しているように感じることがままあり、も

っととらわれずに制作してみてもいいように思う。 

 

(ＮＨＫ側) 

能や文楽はいろいろな番組で取り上げている。主催団体や劇場

の意向で撮影できる角度が決まっていることもある。古典芸能を

古典として紹介するだけでなく、今を生きる同時代の芸能として

古典芸能をとらえる視点は重要だと思うので、今後番組を制作す

る際に検討していきたい。 

 

○  ６月２６日(日)の新世代が解く！ニッポンのジレンマ「パクリ？オマージュ？創作

のジレンマ」(Ｅテレ 前 0:30～1:30)について。東京オリンピックのエンブレム問題

の影響もあり、広く一般の人も創作と盗作の問題について話題にするようになった。

ロゴマークや音楽などの著作物の芸術性について、1980 年代生まれの人たちが話し

合う番組で、非常に興味深く視聴した。日本と海外の知的財産権の考え方の違い、も

のまねから生まれる独自の文化等々、いろいろな話題があり、難しい用語も多かった。



15 

 

そのような用語の解説をテロップで入れてくれたらいいのにと思うが、実際には番組

制作者や発言者が伝えたいことをテロップにしているように感じた。いつごろからか、

テレビのテロップは、番組中で話者のことばを文字情報として流すものになってきた

ようだ。この番組は非常に興味深い内容だったので、専門家だけでなく、一般の人に

も分かるように、用語解説にテロップを使えばいいと思う。また、裁判で盗作かどう

かが争われた作品も一部紹介されていたが、そういう事例をもっと紹介すれば、番組

にメリハリがついてもっとよかったと思う。 

 

(ＮＨＫ側) 

民放の番組も含めて、発言をテロップで補う演出は増えてきて

いる。発言全部を文字にするのが最も公平ではあるが、そうする

と読み切れないので、そこは重要な文言を中心に公平に文字にす

るよう配慮している。今後も視聴者のみなさんのご意見を参考に、

より発言に忠実に文字化していくようさらに配慮していければと

思う。 

 

○  ７月１８日(月)のハートネットＴＶ ブレイクスルー Ｆｉｌｅ５６「Ｉ’ｍ ｓ

ｔｉｌｌ(私は静止している) 難病ＡＬＳと闘う広告プランナー・ヒロ２０１６」に

ついて。ヒロさんは、人が知りたくないだろう難病にかかった自分の醜い部分をさら

け出している。さすが広告プランナーだけあって、自ら広告塔になって難病との闘い

を見せてくれた。安易に同情を誘うようにしむける番組とは一線を画す、真に迫った

ドキュメンタリーだった。 

 

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、１５日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

７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助けて！きわめび

と「運動会直前 誰でも足が速くなる」を含め、放送番組一般について活発に意見交換

を行った。 

 最後に、視聴者意向報告と放送番組モニター報告、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  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) 

   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) 

   山舗 恵子 (京都リビング新聞社 編集部長) 

 

(主な発言) 

 

＜助けて！きわめびと「運動会直前 誰でも足が速くなる」 

 (総合 5 月 14 日(土))について＞ 

 

○  「足が速くなる」というのは子どもにとってとても魅力的なキーワードだと思う。

子どもたちにやさしく「風のように速くしてあげる」「３０分で足が速くなる」と語

りかける今回の「きわめびと」である東京大学教授の深代千之さんは、子どもたちに

は神様に見えたのではないだろうか。「運脳神経」「考えれば速くなる」「筋肉などは

使わないと能力が落ちるが、小脳に格納されたものは劣化しない」といった深代さん

の言葉は、まさしく脳にインプットされ、大人にとっても分かりやすくてよかったの

ではないだろうか。今回は２週連続の放送で、実際に速く走れるようになったかどう

かは２週目を視聴しないと分からない。結果は最後にとっておいたほうがドラマチッ

クな構成にはなるが、１週目の冒頭で実際に足が速くなった結果を示し、その理由を

解き明かすほうが、より分かりやすいのではないだろうか。番組で紹介されていた「ド

リル」を実際にやってみたのだが、子どもだけでなく大人もそういう気持ちにさせる

楽しさがこの番組にはあった。また、研究者らしい科学的な裏付けデータも示され、
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説得力もあった。 

 

○  「助けて！きわめびと」は、私自身、運動会が憂うつだったので、子どもの頃にこ

の先生に指導してもらっていたらよかったと思いながら引き込まれて視聴した。日本

では、スポーツについては、筋肉に覚えさせ、精神論で指導することが多いと思う。

一方、今回の「きわめびと」の深代先生は、物理的に考え、理屈を理解して体を動か

すという指導法である。先生の指導を３０分間受けた後に走って、指導前よりタイム

がよくなったのは、番組参加者の９人のうち５人だった。頭では理解しても実行でき

ていないあとの４人の結果は、翌週の完結編に持ち越されたわけで、２週続けて視聴

したくなる構成だと思う。日本のスポーツ界におけるオリンピックのメダル数は、総

人口に比して少ないと思う。今後はこの番組で示されたような合理的、科学的な指導

法が必要になってくるだろう。そうした指導法を小学生に理解してもらい、それを番

組で視聴者に広く伝えた、説得力のある番組だった。 

 

○  足が速くなりたい小学生の気持ちがよく分かるので、タイトルに引かれ、放送を楽

しみに視聴した。「きわめびと」の深代先生が「今日はみなさんを風のように速くさ

せるからね」と小学生たちに話しかけ、そのことばを聞いて小学生たちのやる気スイ

ッチが入ったように感じられた。深代先生の「小脳にインプットされたことは何年た

っても忘れない」という説は、自転車の乗り方を例えに説明することで大変分かりや

すかった。また、「イメージトレーニングすることで体の動かし方が器用になる」と

いう説明は、走ることに限らず、また、子どもに限らず大人にも応用できるものだ。

かけっこで１位ではなく、３位になりたいという子どものことばはほほえましく、必

死の練習をしなくても速く走れるようになる極意が分かりやすく伝えられていた。こ

のような家族で楽しめる内容の番組であれば、午前中よりは夜間時間帯の放送でもよ

いように思われる。 

 

○  大変興味深く視聴した。冒頭で紹介される「足が速くなりたい」という子どもたち

の素直な気持ちに自分の子ども時代を思い出し、引き込まれた。子どもの頃にこの番

組を視聴していたらよかったと思いながら視聴している大人、また、視聴しながら同

じ動きを実際にやってみた人も多かったのではないだろうか。小学生に相対する「き

わめびと」がスーツ姿の大学教授というのはややギャップを感じたが、脳のイラスト

を使った説明は分かりやすく、子どもも大人も楽しんで視聴でき、自分もやってみよ

うと思える内容の番組だった。深代先生による３０分の講義のあと、タイムがよくな

ったのは挑戦した小学生９人のうち５人という微妙な結果だったが、それを正直に伝

えることで翌週への期待感が高まった。「助けて！きわめびと」は、進行役の出演者
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の反応に共感でき、自分もその場にいるかのように感じて視聴している。分かりやす

くてよい番組だと思う。 

 

○  この番組の進行は、ＮＨＫのほかの番組とは趣が違うように感じている。司会の出

演者ふたりの番組内容への関わり方が好ましく、その進行ぶりがこの番組の特色では

ないだろうか。「助けて！きわめびと」は、ＮＨＫの番組では「ガッテン！」に近づ

きつつあるように思う。両番組とも、視聴者はＮＨＫに対する信頼感をもって視聴し

ている。今回の「助けて！きわめびと」は、走るのが苦手な小学生が、楽しいはずの

運動会で傷ついているのを解決しようという、今までありそうでなかったテーマに挑

戦しつつ楽しんで視聴できる内容になっていた。また、脳に動きをインプットするこ

とで体の使い方が器用になるということは、加齢によって体の動きが鈍くなっている

と感じる世代にも効果があるのではないかと考えながら視聴した。この番組は、「き

わめびと」として放送が始まった平成２６年からの変遷を見てきただけに気になって

いる。これからも楽しんで視聴できる番組にしていってほしい。 

 

○  「きわめびと」、「助けて！きわめびと」は、平成２６年４月以来、何度か審議会の

視聴番組として視聴してきた。最初は、その分野をまさにきわめた「きわめびと」を

紹介する番組だったのが、現在のように悩みを抱える人に「きわめびと」がアドバイ

スするスタイルになり、内容的にも特殊な悩みに「きわめびと」が寄り添うものから、

より一般的な悩みを共有する複数の「お悩みさん」にひとりの「きわめびと」がノウ

ハウを伝授するものが増えてきたように感じている。最近は一般的な悩みになってき

ているが、そうはいっても、悩みというものはそう簡単に一般化できないし、あまり

関心を持てない悩みにはそれほど興味を持てない。最初の頃の、ある分野を極め尽く

した「きわめびと」を取り上げる内容のほうが個人的には楽しめた。また、子育て世

代向きの悩みごとが多いのも、もうひとつ興味を持てない理由だと思われるが、子育

て世代が土曜日の朝９時半にゆっくりテレビを視聴できるだろうか。どちらかといえ

ば中高年のほうが視聴しやすいだろうから、中高年向きの悩みをもっと取り上げたほ

うがいいのではないか。 

最近、「きわめびと」として知名度のある人が起用されることがあるが、話題作り

に重点をおいて人選しているように感じられる。「助けて！きわめびと」ならではの

核となるものがしっかりあって、それこそ見たいと思わせる番組にすべきではないか。 

 

○  実際にタイムがよくなったのは９人中５人だったので「誰でも足が速くなる」とい

うタイトルは、やや大げさではなかったかと思うが、このタイトルに引かれ、わらに

もすがる思いで視聴した子どもや親も多かったのではないか。走るのが苦手な子にと
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って、大勢の保護者が応援に駆けつける運動会はかなりプレッシャーになり、楽しい

どころか嫌な思いで参加しているのだろう。深代先生の説明は分かりやすく、わずか

３０分聞いただけで５人のタイムが向上した。足が速くなることを諦めかけていた子

どもでも、これならできそうと思わせるものだった。無理にやらせるのではなく、親

子が一緒に楽しくトレーニングに取り組むことで子どものやる気スイッチが入る様

子がよく伝わってきた。逆上がりや逆立ちでコツが分からず悩んでいる子どもも多い

だろうから、それらについても何らかの番組で取り上げてほしい。 

 

○  まず最初に脳のトレーニングをする、というのがとても新鮮だった。小学生の時に

自転車に乗ることができるようになり、２０歳過ぎまで折に触れて乗っていたが、そ

の後全く乗らず、１０年ぶりに乗ったときすぐに乗れたことを思い出し、小脳に蓄え

られた記憶はさびないことを実感した。練習ドリルもすごいと思った。親も一緒に練

習したほうがいいというのも納得できる。後編が楽しみと思える内容だった。 

私は、小学生の頃から足が速く、中・高と陸上部に属し、短距離の選手だった。運

動会ではいつもトップだったので、ビリの子の気持ちは正直分からない。しかし、絵

が下手で、先生に見せて他の人と比較されるのがとても嫌だったことを思い出し、そ

れと同じなのかなと思っている。大学生になって、描くということの本質を会得した

気分になった後は、その劣等感が全く無くなったことを思い出した。 

また、子どもが小学生の頃、運動会で保護者によるリレーの予選を通過したのはよ

かったのだが、走る早さに筋力がついていけずに肉離れを起こし、決勝に出られずに

迷惑をかけたことも思い出した。そういう悩みも深代先生は解決してくれるのかなと

思ったりして、実に楽しく視聴した。 

お悩みさん一行が深代先生の職場である駒場の東京大学に着いたとき、記念写真を

撮ったシーンはほほえましかった。 

 

○  とても興味深い内容だった。運脳神経という聞きなれない言葉だったが、アスリー

トが自然にやっていることがまさにこの言葉だった。陸上選手が、記録が出なかった

り、なかなか思うような走りができない時にすることがこの番組で紹介されていた走

力アップドリルである。股関節や肩甲骨、体幹を繰り返し動かして、動きを叩き込ん

で改善する。この一連のプロセスに科学的には小脳が関係しているとはとても興味深

い。しかも小学生向けにおもしろく遊びの要素を入れたこのドリルにはさすがの一言

だった。一方、「練習が足りない」「とにかく腕を振れ」「足を速く動かそう」などと

いう根拠のない指導法は現在にも残っている。そうした指導法を覆してくれるような

内容で元アスリートとして見ていて気持ちが良かった。この番組がきっかけとなって

未来のアスリートを目指す子や、少しでも走ることが好きになってスポーツを始める
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子もいる気がして、とても大きな一歩を見せてもらった気持ちだ。 

 

○  先日、友人との会合で、「昔は、『クラブの練習中に水を飲むな！』と言われたもの

だ」という会話があったばかりだったので、最近の「スポーツバイオメカニクス」の

一端を知ることができ感心した。オリンピックの強化選手育成には既に使われている

ようだが、番組中で紹介された「ドリル」などは、「運動が苦手」というコンプレッ

クスをもった子どもを減らすために、体育の授業でも使えるのではないだろうか。Ｎ

ＨＫには、「奇跡のレッスン～世界の最強コーチと子どもたち～」という番組もある

が、スポーツを頑張る子どもたちを応援する番組として評価できるものと考える。個

人的には、簡単にできる「ゴルフが上達するドリル」を教えてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

「助けて！きわめびと」のテーマ選定には、視聴者から寄せられ

た悩みに応えるものと、制作者がテーマを設定し、ＮＨＫネットク

ラブのアンケートで反応が多かったものを実際に番組化するものと

がある。今回の「きわめびと」である深代先生は、一見あまり運動

が得意なようには見えないが、その先生が足が速くなる極意を伝授

する。このように、「助けて！きわめびと」では、いかにもその道

の達人という人ではなく、「一見あまり関係がなさそうな分野の人

による少し違った視点からのアドバイスが悩みの解決につながる」

ということをひとつのパターンにしている。平成２６年４月に「き

わめびと」としてスタートした番組が、昨年度から毎週１回放送の

定時番組になり、今年度に入ってこの２か月は「お悩みさん」グル

ープと「きわめびと」との合宿や、知名度のある人を“案内人”と

して「きわめびと」を回るスタイル、クイズで進める形式など、い

ろいろなパターンを試行してきた。視聴者の支持が高いパターンを

より深化させていきたい。子育て世代の悩みを取り上げることが多

いのは、その世代にもっと視聴してほしいという意図からである。

今後はもう少し中高年に寄り添ったテーマも意識していきたい。Ｎ

ＨＫの番組は、最も大事な部分、あるいは結論や結果を最後にとっ

ておくという構成で長い間作られてきたが、結果を先に伝える、暗

示するほうが視聴しやすいというご意見はもっともである。今後の

番組制作の参考にさせていただく。 

 

(ＮＨＫ側) 
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知名度のある出演者の起用、魅力的なタイトルの工夫、子育て世

代の悩みを重点的に取り上げること等は、より多くの方々に視聴い

ただくための試行過程としてご理解いただきたい。今年度、ＮＨＫ

は、もっと現役世代に視聴していただくためにどうすればよいかと

いう課題に重点的に取り組んでおり、この番組のテーマ選定もその

取り組みの一環である。放送時間についてはほかの時間帯も視野に

入れつつ、今後も試行錯誤していきたい。 

 

○  ６月４日(土)の目撃！日本列島「養殖ブリの夢 世界へ」について。養殖ブリを加

工し、世界へ向けて販売していく事業について興味深く視聴したのだが、事業そのも

のよりも、この事業を主体的に進めている有路昌彦さんご本人が主題の番組だと感じ

た。この番組を視聴することで、有路さんの志についてはよく分かったが、実際に有

路さんが取り組んでいる事業がどういうものなのか分かりづらかった。有路さんご本

人だけでなく、有路さんの事業に協力している養殖業者を紹介してほしかったし、商

談相手の海外企業の人といった、有路さんの周辺の人の話も聞きたかった。タイトル

から期待していた、養殖ブリを海外へ売り込む事業そのものの情報という点ではやや

もの足りなかった。養殖ブリのくさみを消すために、独自に開発した飼料を有路さん

自身が食べてみせる場面は、有路さんの自信が感じられたし、「国内で売れない物は

海外で通用しない」といったことなど、興味深い内容もあったが、全体的に、有路さ

んが取り組んでいる事業内容についてもっと分かりやすく伝えてほしかった。 

 

○  海のない奈良県の放送局が養殖ブリを世界へ売り込む事業を取り上げた番組を発

信する意外性がよかった。奈良が 1200 年以上昔から新しい文化を発信し続けてきた

ことを改めて誇らしく思った。また、「大学」という学問をする場が昔からあった奈

良に、今も有路さんが教鞭(べん)を執る大学があることの歴史的なつながりのような

ことにも思い至った。有路さんが、父親の仕事の影響もあって、今の事業を通じて生

産者の気持ちを代弁したいというような志をもっていることを感じた。また、有路さ

んが独自に開発した飼料を自分で食べてみせる場面は、有路さんの表情、ことば、飼

料をかんだときの「がりっ」という音が一体となり大変印象深かった。養殖ブリを輸

出するには、海外の消費者が嫌う「魚くささ」を防ぐ必要があり、そのために独自の

酸化防止フィルムを開発する過程も取材されており、番組内容を深くしていた。海外

に売り込むためには、まず日本国内で売り上げ実績を上げる必要があり、有路さんが

その糸口をつかみかけたところでこの番組は終わっていたが、６月１０日(金)の「Ｎ

ＨＫニュース おはよう日本」でこの番組と連動したニュース企画が放送されており、

有路さんが養殖ブリの国内販路を開拓しようとしている現状に呼応した放送だと感
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じた。このように番組とニュースが連動した企画を放送できるのはＮＨＫならではだ

と思う。 

 

○  有路さんに焦点を当てた番組だった。日本の漁業を利益が出る産業にしたいという

気持ち、かつて養殖業に従事していた父親の思いを大切にしていること、大切な食料

を生産する第１次産業が苦しいことに対して疑問を持っていること等が有路さんの

動機になっているだろうとは思うのだが、どうしてそこまで必死になっているのか、

また工場を造るのに１７億円かかったそうだが、それだけのお金をどうやって集めた

のか不思議に思って、有路さんが経営している会社についてインターネットで調べた

ところ、１２社もの出資を受け、技術的にもいろいろな企業と提携していることが分

かった。有路さんが取り組んでいる養殖ブリの事業内容そのものだけでなく、ビジネ

スとしての展開手法にも興味を覚える番組だった。 

 

○  国内水産業の環境が厳しくなっている中、生臭くない脂の乗った冷凍養殖ブリの輸

出に起業家としての有路さんが成功すれば、他の業種にも広げることが出来て日本の

水産業にとって救いになるのではないかと思い興味深く視聴した。ただウナギ味のナ

マズのように餌でにおいを消してたれで味付けをすれば、本物の素材のおいしさやよ

さが分からなくなるのではという点が非常に気になった。養殖ブリのビジネスが本当

に成功するのか、ぜひ引き続き取材して番組で取り上げてほしい。 

 

○  養殖ブリ、という題名を見て、「かんさい熱視線」と内容が同じかと思ったが、果

たして、内容の半分以上は既視感があった。“におわないブリ”を開発した大学教授

の有路さんは株式会社の社長でもあり、ビジネスマンとしてそれを世界に売り込む、

というのが番組の骨子で、その意図は十分伝わったと思う。養殖業を営む人たちが経

営的に楽になれるように頑張りたいという思いも、お父さんとのシーンで実感として

伝わってきた。ノルウェー産のサーモンがライバルというのもよく分かる。 

ただ、以前、有路さんを取り上げた「かんさい熱視線」でも感じたことだが、“低

迷が続く養殖業”の実態がよく理解できなかった。私は魚が好きで、スーパーにもデ

パートにもよく行くが、養殖も含め、魚が安いという実感はない。国産の牛肉と同じ

レベルで、高級魚はかなり高価格で並んでいる。だから天然物の魚と養殖魚の味と価

格の比較、それらと“におわないブリ”や“ノルウェー産サーモン”との比較をどこ

かに入れてほしかった。そうでないと、養殖業者が何とどういう競争をしているのか

がピンと来ない。魚粉を使うという餌代もカギになるような気がするが、そういうこ

とも今後番組で取り上げてほしい。 
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○  番組を見終わった時、“におわないブリ”を食べてみたくなった。番組の最後まで

苦悩の連続だったのでどうなるかと思ったが、最後にオーストラリアのバイヤーから

前向きにという光が見える締めくくりで、構成も非常に良かったと感じた。脂が乗っ

て臭みがないサーモンという比較対象も出てくることによってとても分かりやすく、

ブリの可能性を大いに感じた。有路さんが英語でさらっと商談する姿が印象的だった。

これから日本人に求められる力というメッセージを強く感じた。２年以上かけた有路

さんの挑戦の今後について、また番組で紹介してほしい。 

 

○  大学がサポートしているとは思うが、奈良からベンチャーで、しかも“におわない

ブリ”で世界へ打って出ようとする姿には勇気づけられた。この先生が開発したウナ

ギ味のナマズも、ＬＣＣ(格安航空会社)が機内食で採用するなど、話題性には事欠か

ない会社だと思う。水産業、養殖業の活性化に向けて頑張ってほしいと思う。 

 

(ＮＨＫ側) 

うなぎ味のナマズについて取材したのがきっかけで有路さんを知

り、海のない奈良県の奈良局が漁業についての番組を制作するにい

たった。この事業は、１２の企業の出資を受けているほか、多くの

人たちのサポートで成り立っているのだが、ご指摘いただいたとお

り、そのあたりの説明が不足していたかもしれない。養殖ブリの国

内での販路開拓、海外への展開については現在も継続取材中なので、

機会を捉えて引き続きご紹介していきたい。いただいたご意見は制

作陣と共有し、今後の番組制作に生かしていく。 

 

(ＮＨＫ側) 

これからも地域の話題を取り上げた番組を全国のニュースに、ま

た、地域放送で評判がよかった番組に新たな視点を加えて全国放送

の番組に展開するといった取り組みを続けていきたい。 

 

○  ６月１２日(日)の「ＮＨＫのど自慢～和歌山県九度山町・九度山文化スポーツセン

ターから中継～」を楽しく視聴した。たまたま出場者に知り合いがいて、出場へも観

覧へも多くの応募があり、当日の会場も大変盛り上がったという話を聞いた。 

 

(ＮＨＫ側) 

今年の和歌山局は、大河ドラマ「真田丸」にちなみ、真田信繁が

１４年を過ごした九度山町を全国に向けて発信していく。この機会



9 
 

に九度山町を真田の里としてアピールすることは地域を応援する放

送局として意義のある取り組みと考えている。 

 

○  連続テレビ小説「とと姉ちゃん」を楽しく視聴している。しかし、男尊女卑の風潮

についての描写がやや過ぎるのではないか。連続テレビ小説は主人公の女性が受難を

バネに奮闘する物語であることが多いからかもしれないし、当時の時代背景や史実に

基づいているのだろうが、現代の視点では、視聴するのをためらうほど不快に感じる。 

 

○  連続テレビ小説「とと姉ちゃん」について。このドラマに描かれている、家族間で

毎日交わされる丁寧なあいさつ、玄関で履物をそろえる習慣といった戦前のきちんと

した家庭の日常に、毎朝心が洗われる思いで視聴している。小道具の細部までこだわ

った作り込みや、小橋家、森田屋の食卓のきちんと作られた手料理も楽しみだ。森田

屋の大女将、まつを演じる出演者の徹底した役作りには感心させられる。ただ、一部

の出演者のやや大げさな演技の意図と効果については疑問に思う。これまでの展開で

少しおかしいと感じたのは、暴力的に借金を取り立てるやくざ者を追い払うのはいい

として、その借金そのものまでなかったことにするのは逆に不当ではないかというこ

とと、常子が１回の失敗で歯磨き粉の販売をあっさりあきらめてしまったことである。

とはいえ、毎日どきどきしながら楽しんで視聴している。 

 

(ＮＨＫ側) 

ドラマにおける時代背景をどこまで忠実に描くかという問題は大

変難しい。明確なガイドラインもないので、その都度現場でよく考

え、現代の視聴者に向けて制作していることを常に念頭において制

作しなければならない。借金を帳消しにしてしまったエピソード等、

脚本上での説明不足とも言えるような部分がときどきあったりもす

るので、よくチェックするよう、改めて現場に伝える。出演者の皆

さんには食事シーンの料理はＮＨＫが一番おいしいと言われるのだ

が、制作スタッフがドラマの時代や環境に合わせて一番いい献立を、

バリエーション豊かに工夫して作っている。そのあたりもドラマ視

聴の楽しみに思っていただけるとありがたい。連続テレビ小説「と

と姉ちゃん」は、いよいよ舞台が出版社に移り、状況も変化してい

くので引き続きご覧いただきたい。 

 

○  ５月２９日(日)のルソンの壺～５月号～「新しい介護ビジネス～“人生をサポート

する”挑戦者たち～」について。この番組で紹介された、柔らかく、見た目にもおい
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しそうな食事を提供する会社、入居希望者と施設をきめ細かくマッチングする仲介サ

ービス会社、介護者の希望にあった旅をアレンジして旅行中の介護まで引き受ける旅

行社は、いずれもちょっとしたことながら、大手企業では手がけられないニッチな分

野に目を付けたことがビジネスの成功につながっていると感じた。一方でこの番組で

取り上げた要介護者は比較的症状が軽く経済的にも恵まれている方たちだったよう

に思った。認知症が進み家族とヘルパーとの関係がこじれて事件にまで発展するケー

スが増えている昨今、重度の介護者を対象にしたビジネスの成功例があればぜひ番組

で取り上げてほしい。 

６月４日(土)のえぇトコ「やっぱえぇなぁ！大阪下町歩き～谷町・上本町～」につ

いて。お笑い芸人や強烈な個性の大阪のおばちゃんが道頓堀や法善寺横町を紹介する、

ステレオタイプな大阪紹介番組とは違い、上町台地界わいに長年住み地元で商いをす

る人たちの暮らしがごく自然に紹介されていてよかった。車の移動では気がつかない、

ガイドブックにも載っていない谷町九丁目や上本町周辺のお店を探し出して、大阪の

下町の素顔を上手に紹介していたと思う。出演者が二人とも大阪出身ではなく、しゃ

べりすぎず、わざとらしいそぶりもなく普通の旅人という感じで好ましい印象を受け

た。 

 

○  ６月１４日(火)の「ニュース６３０ 京いちにち」内コーナー、「ガクメシ」につ

いて。今回はメニューが豊富に紹介されており、値段についても伝えられ、知りたい

情報がきちんと盛り込まれていた。このコーナーは回を重ねるごとによくなっている

と感じている。 

 

○  「ならナビ」では、「西山教授の仏教よもやま話」という人気コーナーに加え、４

月から「岡本教授の大和まだある記」、「ウォッチング！奈良公園」、「発見！おくやま

と」というコーナーが新設された。奈良県の素材は全国放送に十分通用するし、関東

方面の人にはとりわけ興味を持ってもらえるのではないか。機会をとらえて全国へ向

けて発信してほしい。「発見！おくやまと」は、奈良新聞とのコラボレーション企画

とのことで、地元紙である奈良新聞は、南に長い奈良県の地理的な要因のために、県

内でも特に情報収集が難しい奥大和地域の情報を豊富に持っており、その奈良新聞と

ＮＨＫの発信力とのコラボレーション企画を楽しみにしている。 

 

○  ５月２２日(日)のこころの時代～宗教・人生～「祈りの色を染める」について。天

然素材で染められた色が本当に美しく、出演者の染色に込める心も伝わってきた。し

かし、終始淡々と進行していたので、もう少し緩急をつけた構成でもよかったのでは

ないか。 
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○  ５月２８日(土)のスーパープレミアム「シルクロード 謎の民～タクラマカン砂漠 

楼蘭の末えい？～」(ＢＳプレミアム 後 9:00～10:29)について。９０分の番組の中で

オアシスの風土と生活の紹介、楼蘭の美女と呼ばれるミイラや新たに見つかった男性

のミイラとダリヤブイの人々とのつながり、今、このオアシスが抱えている問題等が

取り上げられ、それぞれ興味深かった。ただ、それらのどれに焦点を当てているのか、

何を伝えたいのかが分かりにくかった。 

 

(ＮＨＫ側) 

紀行番組ではテーマをひとつに絞ると単調になりがちなこともあ

り、いくつかのテーマを行きつ戻りつしながら視聴者に興味を持っ

てもらいたいという手法も多い。 

 

○  ６月１０日(金)の美の壺「勇壮と華麗 真田紐(ひも)」について。400 年以上の歴

史がある真田一族ゆかりの真田紐のエピソードをさまざまな角度から紹介した中身

の濃い番組だった。真田家ゆかりの土地の現在の姿も紹介されていてよかった。視聴

して、真田紐の機能性と美しさを兼ね備えた魅力と奥深さが理解できたし、今後の真

田紐の可能性も感じられるよい番組だった。 

 

○  ５月２２日(日)のＮＨＫスペシャル「人生の終（しま）い方」について。老人漂流

社会ともいわれる現代において、生き方、死に方を考えさせられるいい番組だった。

死を目前に控えた人たちを、その死に至るまで密着取材していることにも驚かされた。 

６月２日(木)のクローズアップ現代＋「“奨学金破産”の衝撃 若者が…家族が…」

について。この問題を取り上げたことはよかったが、日本における高等教育や雇用の

あり方など、様々な社会システムと絡む問題でもあり、もう少し時間をかけてＮＨＫ

スペシャル等でも取り上げてほしい。ＮＨＫには、是非今後もこうした社会問題を多

面的に掘り下げてほしい。 

 

○  ６月３日(金)のかんさい熱視線「極めて なお磨く～剣道八段・最高峰の戦い～」

を興味深く視聴した。最初の一撃で倒す、あるいは応じ技・返し技で倒すというのも

よく分かった。勝負や名誉を超越したところがすばらしいとも思ったが、それだけの

レベルであるのなら、四段、五段、六段の選手で争われる全日本剣道選手権大会の優

勝者との優劣はどうなのか気になった。 

 

(ＮＨＫ側) 
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ＮＨＫでは全国放送と地域放送を車の両輪だと考えている。ＮＨ

Ｋの最大の強みは全国に張り巡らされているネットワークで、ニュ

ースや報道番組はもちろん、情報番組や芸能番組もこのネットワー

クを駆使して制作している。ＮＨＫは、今後ますます地域の活性化

に貢献する取り組みを進めるにあたり、地域放送の番組を全国放送

に、あるいは国際放送を通じて海外にも積極的に発信していく。そ

のためにも、地域放送局の番組がより魅力的になるよう、今後も忌

憚のないご意見をいただきたい。本日は貴重なご意見をどうもあり

がとうございました。 

 

NHK 大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８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、１８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ＮＨＫスペシャル「若冲 天才

絵師の謎に迫る」を含め、放送番組一般について活発に意見交換を行った。 
 最後に、視聴者意向報告と放送番組モニター報告、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 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) 

  小 林 祐 梨 子 (スポーツコメンテーター) 

  田 辺  眞 人 (園田学園女子大学名誉教授) 

  原   さ だ (財団法人龍神村開発公社 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 編集部長) 

    

(主な発言) 

 

＜ＮＨＫスペシャル「若冲 天才絵師の謎に迫る」(総合 4 月 24 日(日))について＞ 

 

○  若冲の技法や思いが詳しく丁寧に描かれており、非常に興味深く視聴した。芸術を

科学するとでも言うべきこの番組の手法は現代ならではの切り口で、若冲に対する興

味が深まった。国内外に幅広く取材していたことも番組に厚みを持たせていた。映像

的には、特に鶏のとさかの鮮烈な赤色が印象深い。若冲がまさに「命」を描いたのだ

と思わせる色彩だった。ただ、ナレーションがあまりに稚拙だった。意図的に若い人

材を起用したであろうことは想像できるが、なぜ選んだのか知りたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

若い世代の人たちを引きつけ、この番組を視聴してもらいたいと

いう制作者の強い意向でナレーターを人選した。ただ、この番組に

は難しい専門用語や固有名詞が多く使われているため、別の方法も
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あったかもしれない。今後の番組制作に生かしていきたい。 

○  最新の科学技術で若冲の絵がどのような技法で描かれたのか分析していくのだが、

その技法の緻密さには驚くばかりだ。若冲が描いた当時はもちろんそのような科学技

術は存在しない。ありのままの姿を完璧に描こうと、尋常ならざる情熱と努力をもっ

て技法を探求、開発し、その技法を駆使して、しかも描き直すことなく描いたという。

番組の中で東京大学名誉教授の辻惟雄さんも言われていたことだが、彼が描く鬼気迫

る姿を見てみたかったものだ。「千年後に自分の絵を理解してくれる人が出てくる」

という彼のことばは、自分が描く絵に対する若冲の強い自負の表れであろう。マス目

を使って描いた「鳥獣花木図屏風」も、おそらく気が遠くなるような作業の果てに生

み出された作品だろう。マス目を使って描くのはまさにデジタル技術である。そのア

イディアを江戸時代に実践していることにも大変驚かされる。現代のフルハイビジョ

ンは 207 万画素だが、若冲はそれに匹敵する高精細な絵を描きたかったのだろう。

冒頭に紹介された８３年間行方不明だった「孔雀鳳凰図」はどこで発見されたのだろ

うか。 

 

○  ４月２２日に開幕した「生誕 300 年記念 若冲展」を取材して２４日の放送に間

に合わせたことも含め、ドラマティックな構成がよかった。若冲の非凡な技量と執念

に焦点を当て、主に科学的な観点から絵の分析をし、若冲のすごさに迫った番組だっ

たが、気になった点をいくつか述べたい。円山応挙との比較がなされており、応挙よ

り若冲が優れているかのような説明がされていた。この番組は若冲が主役だからやむ

をえないのかもしれないが、二人の描写の姿勢が違うだけでどちらがよりすぐれてい

るというものではない。また、０．１ミリ以下の絹目の間からのぞく鉛丹が、若冲の

描く絵の色彩に厚みを加えているという説明では、あたかもその鉛丹を絹目の隙間に

筆で乗せているかのように解説していたが、あの部分は一部を裏彩色してそれが絹目

の隙間からのぞいていると考えられる。番組中、ほかの作品における裏彩色について

詳細に分析しているのだから、絹目の隙間からのぞく鉛丹についても分析したほうが

よかったのではないか。さらに、ペルシアンブルーを日本で最初に使ったのが若冲で

あるというのは、ペルシアンブルーが大変高価で手に入りにくい色料であったことは

確かなわけだが、もう少し抑制をきかせて伝えるというやり方でもよかったのではな

いか。外国の研究者による若冲と印象派との比較の場面についてだが、若冲の光の表

現は彼独特の表現には違いないが、それが印象派に先駆けた世界で最初の表現だと説

明するのは誤解を与えるおそれがある。極彩色や、細かなところまで詳細に表現する

こと、高度な技法を使っているといったことはどれもひとつの手段であって必ずしも

若冲の本質といえるものではない。若冲とほかの絵師との本質的な部分での違いや、

若冲の絵の真の意味でのオリジナリティを表現できれば、番組により深みが加わった
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のではないか。 

 

若冲はきちんと絵師に就いて勉強し、明、清の画家の模写もしていたのだが、それ

についての言及が番組の中ではなく、若冲がまったく独学で絵を習得したかのように

説明されていたのはやや乱暴ではなかったか。 

 

○  大変興味深く、何度も視聴した。若冲のすごさも印象深かったが、絵を復元したＣ

Ｇが美しく、若冲が描いた花のかれんさまで伝わってきた。この番組を視聴して、若

冲についてさらに深く知りたいと思わされた。若冲がどうやって描いているのか想像

をかきたてられる番組だったし、現代のアール・ブリュットの作品や作家たちとの共

通性も感じられ、今後脳科学の分野からの分析によって新事実が解明されるかもしれ

ない。ＣＧの表現は美しいのだが、若冲の手描きの絵のすばらしさ、力強さの上に無

機質なＣＧアニメーションがオーバーラップするエンディングは、妙に薄っぺらく感

じられ、せっかく厚みのある番組だったのが、エンディングで急に薄くなってしまっ

たようで残念だった。番組ホームページにも番組とは違う情報があって、ホームペー

ジ自体にも楽しめる工夫があった。 

 

○  私は美術についてはあまりよく知らないが、それでも圧倒される内容の番組だった。

展覧会に行って実物を鑑賞したいと思わされた。専門用語が多く使われていたが、番

組は分かりやすかった。科学を通して明らかになることは、美術だけでなくほかの分

野、例えばスポーツでも多いだろう。そういったことをテレビを通して親しみやすく

伝えてもらえたらいいと思う。この番組を通じて「共存」というメッセージを感じ取

った。奥深い内容の番組だった。ナレーションで若い世代に興味を持ってほしかった

とのことだが、若い人を引きつけるには、ナレーションよりも、番組内容が伝わるタ

イトルに工夫を凝らすほうが効果的ではないかと思う。 

 

○  ことばや技術的な画像を使って美術作品を解説するのは限界があるのではないか

と思って視聴し始めたが、番組内容が圧倒的だったので引きつけられた。珍しい絵の

具を使ったこと、超細密な描写、光を描こうとしたこと、どこにでもある動植物の命

を描いたことなどが説明されていて、あらためて若冲の存在について考えるきっかけ

になる番組だった。ただ、深い分析をして大きなテーマについて伝えようとしている

番組にしては、円山応挙だけが比較対象として取り上げられたり、印象派のマネが突

然紹介されたりといったことは、やや乱暴に感じられた。若冲とほかの画家の描法の

違いを比較するのであれば、比較対象は応挙だけではなく複数を例にあげたほうがわ

かりやすかったのではないか。若冲がこの描き方を誰からも学ばず、自分で編み出し、
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また、後進に伝えることもなかったということに、芸術の命題のようなものを感じた。

「千載具眼の徒を俟つ」という若冲のことばに、作曲家マーラーの「やがて自分の時

代が来る」ということばを思い起こした。若冲の時代から千年待たずとも、科学技術

の発達により、絵画をこのように分析できるようになったこともすごいことだと思わ

された。若冲の作品は、彼が意図して作り上げたのか、それとも偶然の産物なのか、

それを解明するのは難しいことだが興味深いことだ。信行寺の「花卉図」には世界中

の植物が描いてあるそうだが、その情報を鎖国の時代に若冲がどうやって入手したの

か、画壇に属さなかったのに希少な顔料を使えたのはどうしてなのかといったことも

不思議に思う。また、「孔雀鳳凰図」が８３年ぶりに発見されたとのことだが、その

空白の期間について調査されるのであれば、それについても今後番組で紹介してもら

えたらと思う。 

 

○  絵の技法についてはよく知らないが、顔料の種類が限られ、明かりもそれほどない

江戸時代にどうしてこれほど鮮やかな色彩の絵が、しかも独学で描けたのか。ほかの

絵師との比較や、海外の研究者への取材、科学的手法による分析といったことにも興

味をもって視聴した。200 年非公開だった信行寺の天井画は色あせていたが、ＣＧに

よる再現映像から世界中の花が描かれていたことが見て取れ、非常に驚かされた。貴

重な映像の数々に感動した。海外での評価も高く、彼の千年後に託したメッセージや、

まだどこかに未知の作品が眠っている可能性といったことも含め、研究者をして「若

冲という人は、どこまで深いのかどこまで広がるのか」と言わしめる若冲について、

もっと知りたいと思わされる番組だった。 

 

○  平成１８年に京都で開催された没後 200 年を記念した展覧会を見て以来、若冲に

ひかれてきた。既に有名な作品ではなく、新しく発見された真筆、非公開、未公開作

品、あるいは絵の裏側といった、これまであまり見たことがなかった映像が多く、見

応えがあった。私が感じる若冲の魅力は、鮮やかな色彩と、命の豊かさ、力強さを描

いていることで、それを裏付ける技術の謎を最新のテクノロジーで解明していくとこ

ろや、海外にも取材対象を広げているところに興味をもった。番組では０．２ミリの

線、肉眼で見えない点、重ね塗りの技術といったようなことが最新の科学技術で次々

と解き明かされていく。若冲は技術者にとっても興味深い研究対象なのかもしれない

と思った。あまりにも緻密で、とてつもない精神力をもって手間と時間をつぎこんだ

作品は、ほかの誰にもまねできず、広まることなく、後進に伝わらなかったため、現

在まで謎に包まれてきたのだと思う。若冲の、絵に対する執念や情熱も番組を通じて

非常に強く感じた。こういう番組では、若冲の生涯について触れることもできたのか

もしれないが、それをあえてしないで、作品を通して若冲の人格に迫る骨太なスタイ
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ルがよかったと感じている。それだけに、番組のコンセプトを大事にするのであれば

ナレーターの人選はとても大切だったのではないだろうか。 

 

○  生誕 300 年の今年は、若冲についての特集が何かと多い。今回これまで見ること

ができなかった作品が撮影されており大変見応えがあった。最新の科学分析で天才絵

師の神業に迫る番組構成に興味を持った。美術ファンならずとも引きこまれて視聴し

た人も多かったのではないか。各委員指摘のとおり、ナレーターの問題はあるが、説

明はわかりやすく、よかった。超高精細カメラで撮影した映像は、拡大しても荒さが

見えない。その映像で、若冲が下描きもせず、描き直すこともなくクジャクの羽を描

いたことが示され、一体どのようにして描いたのか、ぜひその謎を知りたいと興味は

尽きない。色彩については専門家から、脳の中で認識させて微妙な色を作り出すとい

うかなり難しい説明がされていた。肉眼で認識できないレベルの細密な描写を、若冲

が意図して描いたのか、謎はむしろ深まったように思う。今後さらに進むであろう研

究の成果についても番組で紹介してほしい。200 年非公開だった京都の信行寺の天井

画「花卉図」はかなり劣化が進んでいたが、京都の出版社に残されていた版木から描

かれた当時の姿を復元したことは、若冲の作品を後世に伝える上で意義のある取り組

みだった。このＣＧによる再現はＮＨＫが協力したのだろうか。 

 

○  楽しみにしていた番組なのだが、ナレーターのことばがしっかり音に乗っていなか

ったのが残念だった。このような番組のナレーションは熟練したアナウンサーが担当

するものではないだろうか。制作者の意図があっての人選だったのだろうか。「生誕

300 年記念 若冲展」に合わせた京都局制作のこの番組は、「千年後に自分の絵が理解

されるだろう」という若冲が残したことば通り、細微な箇所にも施された若冲の絵画

技術と、それを解明していく現代の技術とを詳細に伝え見応えがあった。そこまでし

て若冲は、何を伝えようとしていたのだろうか。そのような心地よい疑問を持ちつつ

楽しんで視聴した。 

 

(ＮＨＫ側) 

８３年ぶりに発見された「孔雀鳳凰図」は、番組に出演していた

だいた岡田美術館の館長で学習院大学名誉教授の小林忠さんと、東

京大学名誉教授の辻惟雄さんが真筆であろうと鑑定した。江戸時代

の鎖国は、外国と国交を断絶していたわけではなく、長崎を通じて

世界の情報はおそらくかなり入ってきていたと思われる。その中で

若冲が何を見て世界の花の絵を描いたのかはまだわからない。今後

そうしたことについても新しい資料が発見されれば解明されていく
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のではないか。信行寺の「花卉図」の復元ＣＧはＮＨＫが制作した。

この番組はすべて４Ｋで撮影した。今年８月からの実施を予定して

いるスーパーハイビジョンの試験放送では、この番組の４Ｋ画質版

を放送する予定である。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月６日(日)のかんさい熱視線スペシャル「逃げろ！南海トラフ巨大地震～生き抜

くためにできること～」(総合 近畿ブロック 前 7:45～8:25)について。「避難をあき

らめさせない」をキーワードに、津波が最短２分で到達する和歌山県東牟婁郡串本町

からの放送だった。冒頭、子どもたちが高台へ駆け上がるシーンから始まり、さまざ

まな地区ごとの取り組みが紹介されていた。和歌山局が続けている「一人の犠牲者も

出さない」ことを目指す「守るプロジェクト」と、これまで防災をテーマに取り組ん

できた番組の積み重ねがあってこその番組だった。昭和南海地震を生き延びた方の体

験談からは「いつ起こるかわからない」地震の恐ろしさがしっかり伝わってきた。防

災を取り上げた番組が、災害の映像のせいでかえって視聴されないのではないかとい

う懸念もあったが、災害への備えについて何度も繰り返し番組で取り上げることで、

和歌山県の人々の防災意識は確実に高まっていると思う。和歌山局にはこれからも引

き続き防災に取り組んでほしい。 

 

○  「あきらめずにどう逃げきるか」という番組のテーマは理解できるが、その一方、

お年寄りがおっしゃった「覚悟を決めないといけない」ということばについても、阪

神・淡路大震災の揺れを経験した者としては共感できる。どんなに対処しても自然の

大きな力に人間が対抗できるのだろうか。そのような意味から「防災」よりも「減災」

ということばが使われるようになったのだと思う。災害が起こって仮に犠牲になった

としても、悔いのない生き方をすることがまずは大事ではないだろうか。そういう生

き方について考える番組も制作してほしい。地震に対する備えとして、家具を固定す

ることの有用性があらためて取り上げられていたが、阪神・淡路大震災クラスの揺れ

だと、家具を壁に固定すると、壁ごと家具が倒れてくる。家の中で家具を置かない部

屋を確保するほうがより安全だと思う。 

  

○  私たちの世代は関西在住でも阪神・淡路大震災の記憶があまりないし、東日本大震

災も熊本地震も直接は体験していない。そんな自分たちに、実際に地震が起こったら

どうなるのかをわかりやすく伝えてくれた番組だった。「覚悟を決めて避難しない」

というコメントを、いかにして避難するかをテーマにしたこの番組でカットせずに放
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送するのは難しい判断だったと思うが、このコメントがあることで厳しい現状がよく

伝わった。地震への備えの必要性は和歌山県に限ったことではない。これからも繰り

返し番組で取り上げてほしい。 

 

○  大地震の怖さをリアルに感じられる番組だった。阪神・淡路大震災のときの怖さを

思い出した。和歌山県の人たちが、津波は本当に襲ってくるものとして、逃げるのを

あきらめようとしている人に対してはあきらめないよう説得し、高台へすぐに逃げる

ための階段を整備する真剣な取り組みに感銘を受けた。 

 

○  和歌山県の多彩な取り組みに驚いた。幼稚園児が毎日の避難訓練を通じて、自分の

命を自分で守る力をつけていることにも感銘を受けた。ひるがえって、自分の町や職

場はどうだろうかと考えさせられた。番組を視聴したことで防災意識が喚起され、自

分たちならどうするかを現実的に考えるきっかけになった。串本がどのような環境に

あるのかを具体的に示す意味で、屋内のスタジオではなく、屋外で撮影していたのも

よかった。 

 

○  地震への備えについて啓発する意味で意義のある番組だった。津波到達まで２分と

いうのは、恐ろしいことだとあらためて実感した。和歌山県と比較して、大阪府や大

阪市の取り組みは遅れてはいないだろうか。ほかの府県に対しても災害への備えを啓

発する番組を制作してほしい。この番組や、近畿ブロックで展開している「ＳＴＯＰ！

危ない自転車キャンペーン」は、わが身の安全について振り返る参考になる。 

 

○  大阪市内中央部で被害が予想されている長周期地震動について取り上げたことは

この番組の焦点をぼやけさせてしまったようで違和感があった。せっかく和歌山から

の放送で津波を取り上げているのだから、むしろ大阪府南部の沿岸地域の津波への備

えや、大阪の市街地でも津波が襲ってきたら、どうやって安全に帰宅するか、地下街

からどう避難したらいいのかといった課題を踏まえて、番組の焦点を津波対策に絞っ

たほうがよかったのではないか。南海トラフ巨大地震は、阪神・淡路大震災クラスの

揺れと東日本大震災クラスの津波が襲うとも言われているし、津波到達まで最短２分、

津波の高さ３０メートル超とも言われている。高齢者でなくとも「逃げられない」と

ついあきらめてしまいそうになる情報を日頃見聞きしているが、あきらめることは一

歩死に近づくことだ。この番組のように、行政、地域、教育機関等のさまざまな取り

組みを紹介してもらうと、生き延びようという希望を育むことにつながる。こういう

番組をぜひ今後とも継続して制作してほしい。日本では各地でさまざまな災害が起こ

る。このような番組をそれぞれの地域だけでなく全国で、また日本を訪れる外国人向



8 
 

けに放送することで、旅先で被災した場合に役立つし、ほかの地域の取り組みが自分

たちの地域へ還元されることもあるだろう。せっかくの貴重な取材だから、ぜひほか

の地域向けにも放送してほしい。 

 

○  この番組自体はよかった。しかし、南海トラフ巨大地震では大阪市内の超高層ビル

の揺れも懸念されているとはいえ、この番組では地震発生から数分以内に押し寄せる

津波からいかにして逃げ切るかだけに焦点を絞ったほうが、視聴者への訴求力がより

高まったのではないか。 

 

 (ＮＨＫ側) 

津波が起こったときのイメージをどう伝えるかは、ＮＨＫとして

考え続けなければならない課題のひとつである。津波が来たらとに

かく高い所に逃げると伝えられてきているが、時間がたつと、つい

その怖さを忘れてしまうものだ。また、大阪などに津波がきた場合

のシミュレートは、これまでにもＮＨＫスペシャル等でも取り上げ

てきた。今後も南海トラフ巨大地震や、あるいは直下型の地震に対

する備えについて機会を捉えて番組を通じて呼びかけていきたい。

災害への注意を喚起して、防災・減災に資することはＮＨＫの役割

のひとつなので、繰り返し伝えていかなくてはならない。 

 

○  ４月２８日(木)のクローズアップ現代＋「そして男性は湖に身を投げた～介護殺人 

悲劇の果てに～」について。大きな反響を生んだ事件だったのでご存知の方も多いか

と思う。介護や看病が原因で家族などを殺害した事件が、未遂も含むと、昨年１年間

で４４件という数字にまず驚いた。介護離職が進んでいる昨今、介護が長引くと、こ

の番組で取り上げたようなケースが出て来ざるをえないだろう。そういう状況の中、

介護を終えたら、今度は自分自身が高齢者になり、介護のために仕事を辞めざるをえ

なかったために収入がなく、蓄えも底をつき、年金も十分には受給できない、まさに

老人漂流社会になりつつあることに危機感を覚える。憲法２５条には「すべて国民は、

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面につい

て、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と

書かれている。この番組は介護のあり方についての課題提起であったが、今、日本の

社会保障全体のあり方が問われている。ぜひ引き続きこうした視点からの番組制作に

取り組んでほしい。 

 

○  ４月２９日(金)の歴史秘話ヒストリアＳＰ「あしたは動物園に行こう」(総合 後
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7:30～8:43)について。福沢諭吉も参加した遣欧使節団がドイツの動物園を視察した

ことが日本で動物園が造られるきっかけになったこと、「一等国の力を誇示するため」

の動物園造りに苦労したエピソードなどがうまくまとめられており、楽しく視聴した。

一番興味をひかれたのは、ライオン、ゾウと並ぶ「動物園の三種の神器」、ジラフを

購入するのに必要な、当時の上野動物園の年間動物購入費の７倍の予算を獲得するた

めに、ジラフの和名として、中国に古来から伝わる霊獣「麒麟（きりん）」の名をあ

てたことと、そうして上野動物園にやってきたキリンが１年間で 100 万人の来園者

を集め、その巨額投資を回収したという、信じられないエピソードだ。この戦略を成

功させた当時の井上園長の機知と手腕はすばらしい。もし彼のような人が現代に生き

ていたらどんなすごいことをやってのけるだろうか。また、名古屋の東山動物園のゾ

ウが軍馬のエサを流用することで命を長らえ、戦後、子どもたちを喜ばせたエピソー

ドには感動した。ただ、井上あさひアナウンサーにはあまりコミカルな演出は似合わ

ないように思う。もう少しオーソドックスに番組進行に徹したほうがいいのではない

か。日本初の動物園が誕生してから今年で 134 年のはずだが、番組中で「日本に動

物園が誕生して 130 年」とコメントしていたのはどうしてだろうか。 

 

(ＮＨＫ側) 

正確な年数を超えない範囲でキリのいい数字を使ったもので、番

組の制作過程では時々起こりうることとしてご理解いただきたい。 

 

○  ４月３０日(土)のＮＨＫスペシャル「そしてバスは暴走した」について。こういう

番組のテーマは、原因究明と再発防止、残された遺族がどう生きていくかの二つに

絞られると考えている。この番組では主に原因究明と再発防止に力点が置かれてお

り、「そしてバスは暴走した」というタイトルは適切だった。バス会社が、運賃の下

限額を大きく下回る金額でツアーを受注していたこと、購入した中古車両が非常に

危険な状態であったこと、時給の最低額や運転手の健康管理にも問題があったこと

等、緻密に取材していたが、主にバス会社と運転手個人の責任の追及に終始してい

たことが個人的にはもの足りなかった。バス会社に発注した旅行会社、旅行会社と

バス会社を取り締まるべき行政側の責任も、大きな論点になるべきだ。番組では、

需給のバランスも含めた規制緩和についても言及していた。規制緩和の結果、新規

参入業者が増え、供給過多となったことが悪質な業者を生む原因となったという分

析だった。本来は、規制緩和した分、悪質な業者をきちんと取り締まる必要性は増

すはずだが、そこをおざなりにするから、このような問題が後を絶たない。そのこ

とについても、もっとしっかり番組で追及してほしかった。インバウンドが急増し

ている昨今、バス会社がその受け皿になっている事実は否めない現状で規制強化に
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向かうのは矛盾ではあるが、このままでいいのか疑問だ。インバウンド需要に合わ

せてやみくもに供給を増やそうとすればこのような事故が起こることを覚悟しなく

てはならないだろう。そうではなく、いくら需要があっても、ある一定の規制やル

ールで社会のバランスを保つのであれば、インバウンドそのものをある水準以上に

増やさないという覚悟も必要だ、という視点での番組もあっていいと思っている。

「事故が命の重みを顧みずにきた社会の姿を映し出している」という番組の締めくく

りのメッセージには非常に共感した。 

 

○  ５月２日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「日本の未来を切り拓(ひら)け！

松岡修造×スーパー高校生スペシャル」(総合 後 7:30～8:43)について。「プロフェ

ッショナル 仕事の流儀」で高校生をどう取り上げるのか大変興味をもって視聴した。

登場した４人とも、とても高校生とは思えないようなしっかりした若者ばかりで、自

分も負けてはいられない、と元気をもらえた。ただ、出演者のインタビューはやや的

外れに感じられた。高校生を取り上げるドキュメンタリーは、作り込み過ぎるきらい

があることが多いように思うが、この番組は、高校生の自然な姿を引き出していた。

取材陣がどういう工夫をしたのか知りたい。一方で、情報量があまりに多く駆け足の

印象が強い。この番組で４人を取り上げるのは多すぎると感じた。 

 

○  この１か月は、京都を取り上げた番組が多く、楽しんで視聴した。特に、５月７日

(土)のブラタモリ「京都・伏見」は、秀吉の時代、伏見が首都だったというテーマの

町歩きで、伏見に今も残る地名の歴史的背景といったことがよくわかった。 

 

○  ５月１０日(火)は、スタジオパークからこんにちは「えぇトコ 笑顔はじける！南

紀 春の味めぐり」と、ニュースほっと関西「地域に合った防災教育」、ふたつの和

歌山県に関する番組を視聴した。ふたつの番組とも田辺市を取り上げていたが、地名

の「田辺」を名字の「田辺」と同じアクセントで発音していたのが大変気になった。

地名は現地のアクセントで発音すべきである。 

 

 (ＮＨＫ側) 

地名のアクセントについては、ニュース番組では、全国放送、地

域放送を問わず、標準的なアクセントで読むことが原則になってい

る。一方、地域の特色を前面に出した番組では、地域のアクセント

で読むことも演出のひとつと捉え、そうしている番組もある。アク

セントについては、多様な放送表現のひとつと捉えていただければ

と考える。 
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○  ５月１７日(火)のニュース６３０ 京いちにち内コーナー「ガクメシ」は、アスリ

ートのための学生食堂のメニューによって、ラグビー部員たちが健康を意識してメニ

ューを選ぶようになったというリポートだった。先月視聴した時よりこのコーナーは

全体的にずいぶんわかりやすくなっていてよかったが、具体的な一食分の金額につい

ても知りたかった。 

 

○  ５月８日(日)のバリバラ「アッと驚く！アートの世界」について。番組で取材して

いたのは、障害者の自立を支援する就労継続支援Ｂ型事業を行っている施設である。

税金からの給付金と寄付金等を大きな財源としているそのような施設が、支援に関わ

る訓練で芸術活動をしていることは、行政として認められるのか常々疑問に思ってい

る。施設で生み出される作品がすばらしいことだけでなく、行政側の視点からも伝え

るべきことは伝えてほしい 

 

○  大河ドラマ「真田丸」は演出が過剰だという意見もあるようだが、セットやセリフ

の言い回しといったつい見過ごしがちな細かい部分の時代考証がゆきとどいている。

これからも歴史上の人物の意外なエピソードなどを演出に反映してほしい。楽しみに

視聴している。 

 

○ 視聴する番組を選ぶのに、番組表をよく見るが、Ｅテレの番組はセンスがいい。「猫

のしっぽ カエルの手」というタイトルはどういう意味なのだろうか。 

 

(ＮＨＫ側) 

「猫のしっぽ」は英語で cat tail という植物の名前、「カエルの

手」は、葉の形が似ていることから、「カエデ」は、古くは「蛙手

（かえるて）」と呼ばれていたことに由来しており、共に植物の名

前を意味している。親しみの気持ちを込めて、植物に話しかけてほ

しいという出演者のベニシアさんの植物への愛着を表現したタイト

ルである。 

 

○  「秋元才加が行く！信貴山縁起絵巻のミステリー」(総合 4月 15日(金) 奈良県域 後

8:00～8:43 ほか)を、大変楽しんで視聴した。信貴山縁起絵巻は教科書にも載ってい

るが、この番組では絵巻の魅力を一般の誰にとってもわかりやすく伝えていた。 

 

(ＮＨＫ側) 
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いずれも有意義で参考になるご意見を頂き感謝申し上げる。頂い

たご意見は現場と共有し、今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

NHK 大阪放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８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、２０日(水)、ＮＨＫ大阪放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。会議では、事前に視聴してもらったプロフェッショ

ナル 仕事の流儀「出会いが、力となる～国際災害ボランティア・吉椿雅道～」を含め、

放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

 後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、５月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

(出席委員) 

委 員 長 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) 

  片山九郎右衛門 (公益社団法人京都観世会 会長) 

  小 林 祐 梨 子 (スポーツコメンテーター) 

  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 (財団法人龍神村開発公社 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 編集部長) 

    

(主な発言) 

 

＜プロフェッショナル 仕事の流儀 

  「出会いが、力となる～国際災害ボランティア・吉椿雅道～」 

(総合 3 月 14 日(月))について＞ 

 

○  阪神・淡路大震災のときにボランティア活動に従事して以来、活動の場所を中国や

ネパールの、それも都市ではなく、たどり着くことが難しいような場所へ支援のため

に赴く吉椿雅道さんを、ＮＨＫが追い続けることで可能となった番組だ。ＮＨＫなら

ではの取材だと感じた。現在事務所でスタッフとして従事しているのはたった二人と

のことだったが、それにしては広いスペースに書類が山積している事務所の映像は、

災害から時間がたつにつれて支援の手がどんどん少なくなっていく現実を感じさせ

た。番組冒頭で、重要なシーンが先にいくつか紹介されるのだが、 初に映像を見て
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しまっているので、本編でのそのシーンの印象が薄くなったように感じた。冒頭での

シーンの紹介には工夫してほしい。時間の経過が人々の気持ちやさまざまな事情を変

えていく中で、このような支援活動を継続している人を紹介するこの番組の着眼点は

大変よい。 

 

○  海外の被災地を支援している日本人の存在を聞いたことはあったが、その具体的な

活動の一端をこの番組で知ることができた。「大きな支援から取りこぼされている人

を救うこと」という吉椿さんのことばから、短期的な緊急支援ではなく、中長期的な

復興支援に地道に取り組み続ける吉椿さんの強い信念が伝わってきた。番組から、

刻々と変わる被災地の状況を見極めながらの支援の難しさを感じ、中長期的な支援を

支えるだけの寄付が集まっていることに驚いた。日本の技術者が被災地に施設を作る

のではなく、現地の人が作ることにこだわり、現地の若い人たちに再建を託す吉椿さ

んの姿勢と被災地グデル村の子どもたちの映像、都会に出ていた若者が村に帰る決意

をしたエピソードに希望を感じた。シェルパ族の人との出会いが支援を決め、グデル

村の人々との出会いに希望を見いだす。「出会いが、力となる」のタイトルの意味が

伝わる番組だった。冒頭で、「グデル村へは歩いて２日かかる」というナレーション

があり、吉椿さんが険しい山道を登る映像があったが、番組の 後に村から帰る時に

はヘリコプターを使っていたことにやや疑問を感じた。しかし、日本でもいろいろな

ところで災害が起こっており、この番組を視聴してあらためてわが身をふりかえるこ

とができた。 

 

○  阪神・淡路大震災以来、被災者のいろいろなニーズに対して、大きな組織や政府の

目が届かないところで支援を続けてきたボランティア活動には、さまざまなものがあ

る。そういう現状の中、「プロフェッショナル 仕事の流儀」でボランティアを取り

上げるのであれば、この組織が阪神・淡路大震災後ずっと運営を続けてきたことを踏

まえた上で、寄付金を募って活動資金を集めるノウハウや、ボランティアを職業とし

ながら家族も養っている人の活動を通して、ボランティアとしてのプロフェッショナ

ルな側面を紹介してほしかった。そういう具体的なモデルがあれば、ボランティア活

動をどう支援していけばいいのかがよくわかったのではないだろうか。ネパールの首

都、カトマンズから車で１５時間、さらに険しい山道を５０キロ歩いてグデル村に行

く場面が出てきたが、 後にヘリコプターで帰って行く場面があり、その落差に少し

がっかりした。しかし、吉椿さんの地道な息の長い活動自体はすばらしいことで、こ

ういう方を全国に紹介するという意味ではよい番組だった。 

 

○  吉椿さんがこれだけ長期にわたって支援活動を続けていけるのは、それだけ寄付を
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集めているからで、それは、彼の活動が何らかの成果を出しているからだと思う。反

日感情が強い中国で、他のボランティア団体が去った後も定期的に通い続ける吉椿さ

んに対して村人たちが心を開いている映像は、彼のこれまでの活動の成果といえるも

のだが、それ以外に、何か具体的な目に見える成果を紹介してほしいと思った。 

番組の中で、阪神・淡路大震災後に吉椿さんが海外に旅に出て、そこで今の活動に

つながるきっかけをつかんだと紹介されていた。その旅で具体的に彼が何をしたのか

は、同じように自分探しの旅に出る若者達にはとても興味があると思うので、吉椿さ

んの自分探し体験についても知りたいと思った。 

「プロフェッショナル 仕事の流儀」は、教育現場でもよく活用されている。だか

らこそ、番組で取り上げるプロフェッショナルは、「ああいう人には絶対なれないす

ごい人」ではなく、ほんの少しでも一般人が共感できる人であってほしい。今回の吉

椿さんでいえば、「小さいなら小さいなりに出来ることがある」ということばなどは、

多くの若い人たちが共感できることばだったと思う。そういう、多くの人が親しみや

共感を持てる部分を丁寧に拾ってもらえたら、もっと見やすい番組になると思う。 

 

○  吉椿さんがボランティア団体職員として、どう生活を成り立たせているのか気にな

った。吉椿さんのプロとしての仕事の流儀は、現地の人へ、若い人へとバトンを渡す

ように仕事を引き継いでいくことではないかと思った。彼がやりがいと使命感で支援

活動を続けてきたことは本当にすばらしい。 

番組の構成として、吉椿さんがボランティアを「やめたいと思ったことがある」と

いうナレーションが入ってから、その挫折体験がなんだったのかが明らかにされるま

で、出来事の時系列や、彼の活動の映像がいつの時点のものなのかがわかりにくかっ

た。 

 

○  プロフェッショナルとしての吉椿さんの活動に非常に感銘を受けたし、よい番組だ

ったと思う。しかし、吉椿さんのような団体職員としての活動と、一般の人が「ボラ

ンティア」に対して持っている認識との間にはかい離がある。番組の中で、プロとし

てのボランティアの位置づけをきちんと伝えた方がよかった。また、この番組の主題

となる、「被災地に、現地の人の力で地震に強いモデルハウスを建てる」というプロ

ジェクトの概要が、番組の半ばを過ぎてやっと見えてきたようなところがあり、構成

にもう少し工夫が必要だと感じた。 

 

○  吉椿さんの活動は、被災者の声を聞き継続して支援をする、一過性のものではなく、

その土地に今後必要となる有形無形の資産を被災地に残していく活動で、高く評価さ

れるべきだ。番組でキーワードになっていた「出会いが、力となる」、「今ではなく未
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来につなげる」、「出会いが人を強くする」ということばを実践している、とてもいい

仕事をなさっている方だと、番組を通じてよく理解できた。「プロフェッショナルと

は」という問いに対して吉椿さんは、「妥協せずに悩みながら真摯(しんし)に人に向

き合ったり、人と関わるということ」と答えていた。アドラー心理学では、「人はひ

とりでは生きていけないが、集団に属すると人間関係で悩みを持つ。そういう相反す

る中で幸せに生きていくために共同体感覚を持つことが大切だ。共同体感覚とは、社

会という共同体で生きていくとはっきり意識し、その上で幸せになるために行動する

ことである」と説いている。なかなか難しいことだが、吉椿さんの生き方はまさにこ

の考えを体現しており、彼は天職に出合ったのだと思う。 

吉椿さんが所属している組織のホームページを読んだが、全体の予算も人件費も少

なく、彼が現実問題としてどうやって生活しているのか気になる。同じような活動を

している多くの組織も同様に資金問題で苦労していると聞く。そういった組織が活動

がしやすくなるよう、ＮＨＫは番組を通じてバックアップしてほしい。 

 

○  継続的な支援の大切さをあらためて考えさせられた。吉椿さんが所属する団体の活

動資金のほとんどが市民の募金から成り立っていると紹介されていたが、組織がどう

いう成り立ちなのか、職員はどうやって生計を立てているのか、もう少しわかりやす

く説明してほしかった。彼の活動は家族の理解と支えがあってこそだと思う。彼のプ

ロフェッショナルとしての側面を際立たせる意味でも、奥さんのことばや、吉椿さん

自身の家族に対する思いといったことばも聞きたかった。吉椿さんのこれまでの世界

各地での活動の記録を番組で見ると、「出会いが人を強くする」ということばは、ま

さにそのとおりだと思える。 

グデル村のモデルハウスのその後や、モデルハウスを建てた若者のその後について

も、継続して取材して伝えてほしい。 

 

○  いろいろな意味で勇気づけられたいい番組だった。「プロフェッショナル」とは、

流儀を問わず、結果を積み重ねていくことではないかと思った。あとに形として残ら

ないものを、人から人へ、心から心へとつなげていくことの大切さを表現できていた

番組だと思う。一人が一人に対して伝え、その思いを受け取った一人がさらに情熱を

もって次へ伝えていくというのが、一番のつながり方ではないかと、この番組を視聴

して再認識できた。また、交通の便が悪い山の上で機材も限られていた中で、シェル

パ族のおばあさんはじめ人々の表情がとてもよく撮れていた。どのような機材を使っ

ているのかにも興味がある。ヘリコプターの映像については、うそがなくてかえって

よかったと私は思う。吉椿さんの奥さんの「なんとかなると思いました」というコメ

ントを引き出していたのもよかった。吉椿さんのような仕事をしている人にとっては
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一番聞きたいことばだと思う。私も自分より下の世代の悩んでいる人たちに「なんと

かなる」と言ってあげられたらと思った。 

 

○  番組のバックナンバーを確認したが、「プロフェッショナル 仕事の流儀」で、こ

れまでＮＰＯ、ＮＧＯやボランティアの方を取り上げたことはあまりなかったようだ。

阪神・淡路大震災の年が「ボランティア元年」といわれているが、それから２０年以

上がたち、プロフェッショナルといえる専従スタッフがボランティア活動の分野でも

活躍し始めたのがここ数年というところだからだろう。この番組に吉椿さんが取り上

げられたのはふさわしい人選だった。一般には、ボランティア団体に専従スタッフが

いることを理解している人はまだ少ないと思うので、今のタイミングで吉椿さんをこ

の番組で紹介するのはよいことだが、吉椿さんの活動の背景についてはもう少し丁寧

に説明する必要があった。また、吉椿さんのこれまでの活動の具体的な成果も紹介し

てほしかった。 

 災害の多い日本だからこそ、これまで災害にあうたびに蓄積してきたノウハウを世

界の被災地に提供することで世界に貢献できるし、そういう人材が今の日本には必要

だと思う一方、吉椿さんが活動の軸を海外に置いていることの理由を知りたいと思っ

た。 

 

○  支援から取り残された人を 後の一人まで救いたいという、国際災害ボランティア

としての吉椿さんの強い信念が映像を通してよく伝わってきた。長期間にわたって海

外の災害支援を続けるだけの資金を市民からの募金を中心に集めるのは、並大抵のこ

とではない。限られた予算の中で頻繁に海外の被災地に足を運ぶというのは、ボラン

ティアとしてすばらしいことだ。吉椿さんの、被災者に寄り添い声なき声に耳を傾け

る姿勢が、被災者の方々の大きな希望となり、そのことで吉椿さん自身の、被災者の

声を代弁する使命感がさらに強まり、彼の活動の原動力になっているのだと思う。グ

デル村の大工たちが、支援金を大事に使いたいからと、工期を少しでも短くしたいと

申し出たのに対して、吉椿さんが泣きながら、この募金には神戸の人たちの恩返しの

気持ちが込められているのだから、あなたたちのこれからに本当に役に立つように使

いたいのだと、支援の真意を伝えるシーンは感動的だった。この番組は、吉椿さん個

人に焦点を当てていたので仕方ない部分もあるが、彼が属している組織の活動につい

てももう少し詳しく番組で取り上げてほしかった。番組にはネパールだけでなく、中

国・四川省やインドネシアの映像もあったが、すべてＮＨＫが撮影した映像なのだろ

うか。また、この番組は神戸放送局だけで制作したのだろうか。 

 

 (ＮＨＫ側) 
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たしかに、ボランティア団体の活動の全体像や基本的な枠組みと

いった情報が、この番組には不足気味だった。制作者は、長年、ボ

ランティア団体の取材を続けてきて、その活動についてよく分かっ

ていたため、基本的な情報を番組で伝えるという視点が欠けていた

かもしれない。また、「プロフェッショナル 仕事の流儀」は個人に

焦点をあて、個人の思いや情熱を引き出す番組である。そのことが、

組織の基本的な情報が不足する原因になった側面がある。ご指摘い

ただいた点は、今後の番組制作に生かしていきたい。 

映像は、すべてこの番組の制作者が吉椿さんを長年取材して撮り

ためてきたもので、これまでにもいくつか番組化している。この番

組は神戸局の制作であり、吉椿さんの活動の経過報告だと考えてい

る。 

 

(ＮＨＫ側) 

吉椿さんが所属するＣＯＤＥ海外災害援助市民センターは、阪

神・淡路大震災直後にできたボランティア団体である被災地ＮＧＯ

協働センターの海外部門で、被災地ＮＧＯ協働センターと同じ事務

所で活動している。「ボランティア」と「プロフェッショナル」は

矛盾するのではないかという疑問についてだが、それはボランティ

アをどう定義するかということにつながる。阪神・淡路大震災の年

はボランティア元年と言われるが、その後ボランティアがプロ化し、

無償で短期的に被災地の手伝いをするだけがボランティアではなく、

被災の経験がなくとまどう現地の行政と、被災地で何が必要かを知

悉したスタッフが二人三脚で支援に当たるという体制が既にできあ

がっており、ボランティアの知見は飛躍的に高まっている。ボラン

ティアのプロとはそういう人たちのことを指している。吉椿さんも、

とまどう被災者が自分の足で立っていけるように支援するプロのボ

ランティアだということでこの番組が出来たが、ご指摘の通りその

あたりの説明が不足していた。また、彼がボランティアを仕事にし

ようと決意したターニングポイントについての描き込みが不足して

いたかもしれない。また、吉椿さんの目的は、被災直後の、どうし

たらいいかわからない状態の被災者が、自分の足で立って、自分た

ちの地域をよくしていくところまで支援することであって、具体的

な施設を建てるといったことを成果とは思っていないのだが、その

彼の理念が描き切れていなかったかもしれない。神戸局としてもこ
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のテーマにはこれからも向き合っていくので、いただいたご指摘を

今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月２２日(火)の「放送記念日特集」(第一部 後 10:00～10:45、第二部 後 10:45

～11:15)について。第一部「激動の時代を越えて～戦前から戦後へ 放送の歩み～」

で取り上げられていた戦時中や戦後間もない頃の放送内容に非常にショックを受け

た。「一機でも多い特攻を送り、あだを返しましょう」という原稿が残っており、実

際に放送もされたという。放送記念日特集の番組としてこの内容を選ぶＮＨＫの姿勢

も大切だと感じた。「昭和２５年、法律で放送の自主性が保障された」とあったが、

放送が伝える「事実」は、あくまでも取材した記者というフィルターを通しているこ

とを考えると、放送に携わる人間の倫理観と「事実」を伝えることとのバランスがい

かに大事かということや、情報を発信することの責任の重さについてあらためて考え

させられた。第二部「放送と通信の垣根を越えて」では、インターネットとテレビ、

ラジオの放送がお互いにリンクしている現代のメディア状況を、海外の事例も豊富に

交えて伝えており、興味深く視聴した。スマートフォンひとつで取材して放送するス

イスの放送局や、アメリカでインターネットからテレビ放送に参入した企業の情報な

ど、現代の情報発信事例が非常に早いテンポで紹介されていて楽しめた。 

 

 (ＮＨＫ側) 

ジャーナリズムとは、事実に真摯に向き合い、その事実を公平公

正に、独善に陥ることなく、自主自律の精神をもって何人にも規律

されることなく伝えていくことだと考えている。かつて多くの日本

人が犠牲になった悲惨な戦争を二度と起こさないことは、われわれ

に課せられた大きな使命のひとつである。みなさまのご意見をうか

がい、よりよい放送を世に送り出せるようこれからも努力していく。 

 

○  ３月２５日(金)のにっぽん紀行「髪がつなぐ物語～大阪 梅田」について。大阪の

梅田にある美容室がはじめた、髪の毛の寄付を募って人毛のかつらを作り、病気で髪

が生えない子どもたちにプレゼントする取り組みを紹介した番組である。伸ばした髪

を切って提供する側、かつらをもらう側の双方のドラマが描かれていてよい番組だっ

た。こういう活動が大阪から全国に発信され、寄付が集まり、全国の人が喜んでいる

ことは、大阪の人間として誇らしく思う。一方、大阪が舞台の番組なのに、大阪らし

い地域性が全く感じられなかった。大阪以外の人が大阪に対して抱いているステレオ
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タイプなイメージどおりの人物が登場するのは好ましくないのだが、大阪の土地柄な

らではのエピソードが何か織り込まれていたらさらによかったと思う。 

 

○  ３月２７日(日)のアナザーストーリーズ「あさが来たＳＰ」(総合 前 8:00～8:44)

について。連続テレビ小説「あさが来た」の主人公あさのモデルとなった広岡浅子さ

んについてさまざまな角度からとらえていた。今も残っている広岡さんの囲碁の棋譜

をプロの棋士が解説していたが、それによると、広岡さんは非常に堅実で落ち着いた

性格だったらしい。ドラマのあさとはずいぶんイメージが違うが、広岡さんは冷静な

判断に基づいて炭鉱事業に乗り出した、傑出した女性実業家だったのだとあらためて

思った。 

 ４月９日(土)の助けて！きわめびと「脳科学で買い物力アップ～衝動買い主婦×池

谷裕二」について。脳のクセを知れば衝動買いを抑えて賢く買い物が出来るという内

容で、今、大変人気がある東大教授の脳科学者、池谷さんが実験を通して分かりやす

く説明していて説得力があった。企業の立場からもマーケティングに応用できる内容

だと興味深く視聴した。「助けて！きわめびと」は、どちらかというと家事や家庭に

ついての相談事といった、主に女性の目線の内容が多いが、今回のような広く一般の

人が関心を持つテーマも取り上げてほしい。 

 

○  ４月１８日(月)のクローズアップ現代＋「“連鎖”大地震 いのちの危機～現場か

らの 新報告～」について。被災地の現状をしっかりとらえ、支援物資が必要とする

人になぜ届かないのか、視聴者や被災者の疑問に対する的確な答えがあった。また、

被災地の病院や緊急消防援助隊の現状など、多くの人に伝えたい情報がつまった番組

だった。番組自体は冷静に被災地の現状を伝えているが、冷静なだけでなく、取材ス

タッフの被災者への心遣いが感じられた点もよかった。弱者であるお年寄りや子ども

たちの立場に立った報道をこれからも大切にしてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

冷静に伝えることは大切だが、取材する相手の立場に立って真摯

に取材する姿勢は私たちの基本である。改めて肝に銘じたい。 

 

○  ４月１９日(火)のクローズアップ現代＋「いつ自宅に戻れるのか～“連鎖”大地震・

住宅倒壊の衝撃～」について。広域防災活動拠点が被災して支援が行き届かない現状

と、災害時に拠点となるべき役所のような公共施設の耐震補強がどうして後回しにな

ったのかというもっともな疑問についても、公共施設に予算をかけることに対して納

税者の目が厳しく、その結果後回しになってしまうからだと明確に答えられていたの
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がよかった。これについて私は、過去に、必要以上の予算をかけてあまり必要ではな

い公共施設を作ってきたことに対する納税者の強い反発があったことが原因だと思

っている。もう少し被災地の状況が落ち着いたら、熊本県ほか今回の被災地でこれま

で災害に対する備えがどのように行われてきたのか検証する番組も制作してほしい。 

 

○  ４月１０日(日)のじもてぃ愛情マップ みんな すきやねん！「住吉大社駅界わい」

について。大阪市立大学の学生が住吉大社界わいの地元の方から聞き出したエピソー

ドや知られざる秘密をクイズにして、スタジオの若いタレントたちに出題する番組で

楽しく視聴した。大阪商工会議所の「なにわなんでも大阪検定」を少しまねしている

ようにも感じたが、ローカル色が濃厚で、番組制作への地元の人たちの参加意識を高

め、若者だけでなく幅広い地元の人たちに視聴してもらうことにつながるのではない

かと期待している。昨年度の「学校再発見バラエティー あほやねん！すきやねん！」

の後継番組として、制作スタッフの工夫の跡を感じた。ただ、タイトルの「じもてぃ」

は地元の人を指す若者ことばとのことだが、一般的に意味が通じるのか、やや気にな

った。 

 

○  ４月１２日(火)の「ニュース６３０ 京いちにち」について。「ガクメシ」という

新コーナーでは、大学の学生食堂をリポートする。現代の学生食堂で出されるメニュ

ーをたくさん紹介する内容かと期待して視聴した。その大学の学生の案内で名物メニ

ューを紹介するのだが、実際に紹介されたメニューがふたつだけで残念だった。これ

からも続くコーナーだと思うので紹介の仕方を工夫してほしい。 

 

○  「おうみ発６３０」について。新年度からがらっと雰囲気が変わった。セットも大

幅に変わり、わくわくする画面構成になっている。新しい出演者も加わり、報道番組

だがまるで情報番組のような進行もあり、アナウンサーのアドリブも大変そうで少し

はらはらする場面もある。４月１９日(火)は、「みずかがみ」という、特Ａ評価をと

った滋賀県産米を使った商品開発についてのリポートだった。たまたま放送を視聴で

きたからよかったが、平日の午後６時３０分からの放送では、ふだんはなかなか視聴

できない。以前にも放送を見逃した興味深いリポートがあったが、そのリポートは大

津放送局のホームページで動画を視聴できた。こういう形で公開されるのはとてもい

いことだと思う。放送後に、放送の内容について知りたいと思うことが多いので、放

送だけでなく、インターネット上での情報発信をさらに強化してもらいたい。 

 

○  奈良局の「ならナビ」も、新コーナーが始まった。「岡本教授の大和まだある記」

は、春日大社の元権宮司、岡本彰夫さんに、奈良の知られざる魅力をお聞きするコー
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ナーということで楽しみにしている。奈良国立博物館の元学芸部長、西山厚さんによ

る「西山教授の仏教よもやま話」も含めて、この新コーナーでもよい出演者を選んだ

と思う。聞き手になる奈良放送局のアナウンサーには、個性が強い岡本さんの魅力を

どんどん引き出せるよう、これまでの枠を打ち破るような積極性を期待する。「古都

コト♪クッキング」は、ちょうど夕食の支度をする時間帯に、奈良県産食材を使って、

奈良で活躍するシェフに献立をひとつ紹介してもらうコーナーだが、料理をする部屋

がなんとも味気なく残念だった。撮影場所をもう少し工夫してほしい。両コーナーと

も、奈良放送局のホームページに動画をアップしているので多くの人に視聴してほし

いと思う。 

  奈良県は、放送で取り上げるべき素材に恵まれている。ＮＨＫ奈良局の方々にはそ

うしたよい素材を使ってよい番組を制作してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

これからのＮＨＫは、公共放送から公共メディアへと変化してい

かないといけない。どのようにして多くの方に視聴いただく機会を

増やしていくか、特にローカル放送では視聴者の方に便利にご覧い

ただけるように今後も工夫していかないといけないと考えている。 

  ローカル放送について、いろいろなご意見をいただいた。まだつ

たない部分もあるが、さまざまな取り組みについて温かくご指導い

ただければと思う。いただいたご意見は各放送局にフィードバック

して、今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

○  ３月２１日(月)のリアルタイム科学解説番組 コリドール・ラボ！！(ＢＳ１ 前

0:00～0:50、前 1:00～1:50)について。科学の 先端情報を全く新しいスタイルで解

説する生放送番組だった。テーマとなる話題について予備知識のないゲストがＮＨＫ

の解説委員に対して素朴に質問をぶつけていき、その議論の内容を、ＮＨＫの廊下に

設置された約３０メートルの長いホワイトボードに、グラフィックレコーダーが絵に

していく。グラフィックレコーディングというのは、会議や講演の内容をイラストや

図解を使ってグラフィカルに記録していく新しい手法のことで、この番組で初めて知

り、こうした新しいスタイルへのチャレンジを興味深く視聴した。初回のテーマは「ゲ

ノム編集」と、非常に難しい内容でもあり、出演者が全くの素人だからなかなか議論

にならず、司会のアナウンサーが困惑しながらもなんとか出演者をサポートしようと

する姿が印象的だった。初回は番組の完成度としては低いと言わざるを得ず、今後出

演者の人選や進行方法などを工夫しないと１回だけで終わってしまうのではないか

と心配であるが、 先端の科学を一般の人に分かりやすく理解してもらおうという努
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力は、なかなか民放では出来ない、ＮＨＫらしい新しいチャレンジだと思う。２時間

弱の生放送の 後には３０メートルのホワイトボードが議論の描き込みで埋まり、昨

年世界的に波紋を起こした、中国で行われたヒト受精卵の遺伝子操作について、その

倫理問題についても触れられていたので、内容としてもよかったのではないか。 

 

○  連続テレビ小説「あさが来た」について。台所の湯気や木漏れ日といった映像がと

ても美しくいつも感心させられた。私の周囲でも放送が終了した後もいろいろな好評

意見を聞くので、多くの方の心に残るドラマだったのだと思う。 

 

○  連続テレビ小説「あさが来た」の 終回のラストシーンは、あさの死を暗示してい

ると私は思ったのだが、そうは思わないという意見も聞く。どうなのだろうか。 

 

(ＮＨＫ側) 

脚本家によると、どちらかに決めるのではなく、ご覧になった方々

がそれぞれご自由に受けとめてほしいとのことだった。 

 

○  大河ドラマ「真田丸」について。全体的にはおもしろおかしく軽妙なドラマに仕上

がっているが、先日の放送で屋敷の庭のセットに使われている灯籠が、きちんと時代

考証に基づいていることに気づき感心した。楽しみに視聴している。 

 

(ＮＨＫ側) 

大河ドラマ「真田丸」は、はじめのうちは現代的なせりふのやり

とりに不評もあったが、若い方々がインターネットで支持してくれ

て、今は好評意見を多くいただくようになった。歴史上の事柄につ

いては、研究者の方によっていろいろな説があるが、時代考証に基

づく演出を取り入れたりもしているようだ。 

 

○  熊本地震以降、災害報道を目にする機会が多かった。これまでは、ヘリコプターか

らの中継の時に、今どこが撮影されているのかよくわからないことが多かったが、今

回の災害報道でのヘリコプターからの中継では、カメラワークの説明が丁寧にされる

ことで、今どこが撮影されているのかがとてもわかりやすいことに感心した。 

 

(ＮＨＫ側) 

熊本の地震には、大阪局からヘリコプター中継のエキスパート

といえるカメラマンを派遣した。そのカメラマンが始めたわかり
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やすい中継手法を、他のカメラマンにも広めているところだ。中

継機材は日々進歩しているが、機材の進歩にあわせて、放送に携

わる人間の技術も上げて、今後もより分かりやすく正確に伝える

努力を続けていく。 

 

○  熊本で地震があったことで、ここ数日はニュースをよく視聴した。全国のニュース

に続いてローカルのニュースになるが、全国のニュースで取り上げたのと全く同じ映

像、コメントのニュースがローカルでも流れることが再三あった。全国とローカルで

は、同じニュースでも伝え方や取り上げる角度を変えた方がいい。 

 

(ＮＨＫ側) 

ローカルニュースの内容については、全国ニュースの内容を確認

して決めるのだが、放送直前になって全国ニュースの内容が差し替

わることがあり、結果的に全国とローカルで全く同じニュースが出

てしまったりすることもある。そういう場合でも、全国ニュースで

取り上げられた内容について、ローカルでは、例えば、そのニュー

スについてのインタビューを放送するというように、内容を変えた

り、コメントや取り上げ方を変えるといった工夫をするように努力

しないといけないと考えている。 

 

○  2006 年に亡くなられた漢字研究の泰斗、白川静先生の事跡を番組にしてほしい。

漢字についてあれほど碩学の方はほかにはいらっしゃらない。今ならまだ資料などの

整理もできると思う。 

 現代中国語では、漢字はどんどん退化しており、今や漢字を一番活用しているのは

日本人ではないかと思われる。それなのに、漢字について日本人は無関心になってい

るように思う。例えば漢字について３０分ぐらいの番組を制作して残していけば、放

送後にもオンデマンドや教材としての使い方もあり、漢字についての興味も湧いてく

るのではないだろうか。漢字についての興味の先には漢籍もあるだろう。ある時期ま

で、日本人は漢籍を使うことで表現の幅を広げていたが、そういう文化がもっと身近

になれば、古典も理解しやすくなると思う。 

 

NHK 大阪放送局 

番組審議会事務局 
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