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平成２８年３月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

３月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１４日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、前回の審議会での答申を受け「平成２８年度四国地方向け地域放送番

組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「平成２８年度四国地方

向け地域放送番組編成計画」について説明があった。続いて、５月の番組編成、放送番

組モニター報告および視聴者意向についてそれぞれ説明があった。次に、四国羅針盤ス

ペシャル「教訓をどう生かすか～巨大地震への新たな備え～」について活発に意見の交

換を行い、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長  大塚 岩男  （（株）伊予銀行頭取） 

副委員長  松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員  坂田 千代子（株式会社あわわ会長） 

宅間 一之 （高知県立歴史民俗資料館顧問） 

田坂 實  （越智今治農業協同組合経営管理委員会会長） 

長井 基裕 （愛媛新聞編集局長） 

松島 裕彦 （四国旅客鉄道株式会社常務取締役） 

真弓 絵里子（介護老人保健施設「まゆみの里」施設長） 

村田 明広 （徳島大学大学院 ｿｼｵ･ｱｰﾂ･ｱﾝﾄﾞ･ｻｲｴﾝｽ研究部 教授） 

森本 道義 （日本ＪＣシニア・クラブ 高知ブロック担当世話人） 

 

 

 

（主な発言） 

 

＜四国羅針盤スペシャル「教訓をどう生かすか 

～巨大地震への新たな備え～」（総合 ２月２６日(金)）について＞ 

 

○  南海トラフ巨大地震は、今後３０年以内に７０パーセントの確率で起こり得るとい

う。さまざまな関連番組がこれまで放送されてきたが、この番組では現実的かつ具体

的内容が紹介されていてとても参考になった。一人ひとりに考えるべき課題があるこ

とを実感できたのは、スタジオゲストの「高知のまちづくりを考える会」代表の畠中

智子さんの存在が大きかったと思う。畠中さんは視聴者の立場から疑問を素直に語っ
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ていて、うなずかされることも多かった。またゲストの高知大学特任教授・岡村眞さ

んと愛媛大学准教授・二神透さんの解説も、わかりやすく的確だった。番組では、南

海トラフ巨大地震で命が奪われる原因として「津波」「揺れ」「火災」の３つを挙げ、

課題と対策を紹介していたが、大変説得力があった。特に車での避難のルール作りは

難しく、見直しも常に必要で大きな課題だと思った。しかしこの問題も、地域社会の

絆を強めることで解決できるのではないかという、希望も感じることができた。番組

の最後には地区防災計画について取り上げていた。防災計画を住民主体で作り上げて

いくその過程にこそ、まちづくりの基本があると思う。巨大地震に備える住民の役割

に言及したのは大変意義深く、計画作りをきっかけに住民同士のつながりが深まって

いくことを期待したい。司会の小澤康喬アナウンサーは、進行がスムーズで自分のこ

とばで語っていたのが印象的だった。ただコンビを組む保里小百合アナウンサーと、

何度か発言が重なっていたのは気になった。 

 

○  番組では、南海トラフ巨大地震のリスクである「津波」「揺れ」「火災」への課題

と対策をわかりやすく紹介していた。ただ「日ごろの訓練や一人ひとりの防災意識の

徹底が大切」という結論には、目新しさを感じられなかった。東日本大震災では東京

電力福島第一原子力発電所で重大事故が起きたが、愛媛には四国電力伊方原子力発電

所がある。その対応について番組で取り上げなかったのも気になった。徳島県阿南市

見能林町では、被害想定シミュレーションによると、津波が山を回り込み宅地にまで

及ぶという。沿岸部では常に危機感を持つ必要があると改めて思い知らされた。７０

年前に起きた昭和南海地震の教訓が受け継がれていない実態も紹介され、災害を風化

させない取り組みの大切さがよくわかった。津波対策では、避難タワーなどハード面

の整備が進む一方、車避難などのルール作りが進んでいないことも伝えていた。避難

方法や避難ルートの選定は「誰を救うのか」という命の選択にもつながるものだ。選

定にはかなりの困難が伴うだろうと感じた。スタジオゲストの専門家が避難路の整備

が必要だと指摘していたが、費用や工期など、どう進めるべきか具体的に示してほし

かった。「ＤＯＮＥＴ」と呼ばれる海底の地震計観測網を使った最新の地震検知シス

テムについて、これを使えば、従来より最大８秒早く緊急地震速報を発信できるとい

う。スタジオで小澤アナウンサーは、コンロの火を止め机の下に隠れる動作を８秒で

行ってみせた。８秒が貴重な時間であることをわかりやすく伝えていたと思う。災害

時のドローンの活用法も紹介していたが、ドローンが四国に何機あるか、操縦できる

人が何人いるのかは教えてほしかった。地区防災計画については、住民間の危機意識

の差や高齢化など地域の事情もあり、住民任せでは進まない面があると思う。ＶＴＲ

で紹介していた大洲市のように、まずは行政のサポートが必要ではないか。番組中ス

タジオゲストが「少子化は一方でいいこともある」と話していた。少子化には、限界

集落が増えたり労働力人口が減ったりと問題は多いはずで、違和感を覚えた。 
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○  南海トラフ巨大地震で想定される主な死亡原因が「津波」「揺れ」「火災」である

ことを示し、原因別に解説する構成はわかりやすく、よく理解できた。番組では、東

日本大震災当時に宮城県亘理町に住んでいて、車で避難して助かった齋藤邦男さんを

取材していた。齋藤さんが避難時にみずから撮影した映像からは、当時の様子がリア

ルに伝わってきた。また車避難のルールや地区防災計画を作る各地域の現状を伝えて

いたが、住民の危機意識を高め、計画を実効性あるものにすることがいかに困難かも

よくわかった。住民に任せきりではなく、行政が音頭を取りルール作りを進める大洲

市の取り組みは、今後のモデルになると感じた。過去に津波の被害を受けた徳島県阿

南市見能林町の住民へのインタビューからは、当時の被害を知る人が少なく、災害の

記憶をつないでいくのが難しいことがよくわかった。いつ起こるかわからない災害に

対しては、長期間耐え得る防災計画が必要だ。学校教育や自治会の集会など、若い人

を巻き込んで継承していくことが大切だと思う。緊急地震速報が最大で８秒早められ

るという「ＤＯＮＥＴ」について、大事な取り組みとは思うがその８秒にどれほどの

効果があるのか実感が持てなかった。それよりも防災グッズなど、日常の備えについ

てもう少し触れてほしいと思った。 

 

○  今年は東日本大震災から５年、昭和南海地震から７０年の節目の年だ。過去の地震

の教訓を交えながら、巨大地震に対する四国各地の防災・減災対策の現状と課題を検

証する、時宜にかなった番組だった。近い将来、地震と津波が必ず襲うことを実感さ

せる導入や、一人ひとりが行うべき備えについて専門家など多岐にわたる出演者を交

え考えていく構成にも、説得力があった。番組では「津波」「揺れ」「火災」につい

て、取り組みの現状と多くの課題を報告していた。ドローンの災害時の活用について

は、今後の研究開発に大いに期待したいと思う。地区防災計画のパートでは、愛媛大

学の学生防災士の活動を紹介していた。専門家だけでなく若い人も入ることで、住民

は気軽に防災計画作りに参加しやすくなるだろうと期待を持つことができた。しか

し、「一人ひとりの地道な備えが命を守る」という番組の結論には、心細さを感じず

にはいられなかった。 

 

○  過去の災害からの教訓が、南海トラフ巨大地震への備えとして、四国で積極的に生

かされていることがよくわかった。そうした教訓が年月を経て風化している現状もし

っかりと伝えていた。ただ昭和南海地震については、当時を知る人が少なくなってい

ることもあり、もっと詳しく紹介してほしかった。四国４県に取材した構成や、司会

者とゲストに取材記者を交えた対話方式で展開するスタジオの演出もよかったと思

う。「ＤＯＮＥＴ」の紹介では、スタジオでの実演で、８秒間の持つ意味がよく理解

できた。津波火災のパートでは、沿岸部の燃料タンクを強化するという高知県の対策
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を伝えていた。廃案も含めた複数の強化方法が説明され、大変わかりやすかった。「災

害に備えることが地域の力を強める」「災害に強いまちづくりを通して地域の人がつ

ながることが大切」という番組のまとめも納得いくものだった。ゲストの畠中さんは

一般市民の立場から質問や感想を述べていて、共感できた視聴者も多かったと思う。

ただ四国４県向けの放送であることを考えると、彼女の土佐弁は気になった。番組全

体を通して、災害に対してメディアが担う役割は、単なる映像記録の範ちゅうを越

え、防災意識を高め備えを習慣にするため大変重要だと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

 東日本大震災以降、南海トラフ巨大地震に備える取り組みの現状や

課題を伝える番組を、毎年この時期に放送している。今回は「誰に向

けた番組か」をより明確にして、一般市民の方にわかりやすく有意義

な番組を目指した。ゲストに専門家だけでなく畠中さんを起用したの

もそのためだ。伊方原発に触れるべきではなかったかという意見をい

ただいた。伊方原発については、去年１１月２０日に放送した四国羅

針盤でも詳しく伝えた。さまざまな要素を紹介したこの番組で取り上

げることは構成上難しかったが、今後も原発に関わる動きは丁寧に伝

えていきたい。防災グッズなど家庭での日常の備えに触れてほしかっ

たという意見もあった。そうした情報はインターネットや本でも紹介

されている。目新しいトピックが見つからなかったこともあり、今回

は詳しく取り上げなかった。 

「地区防災計画作りをきっかけに住民のつながりが深まっていって

ほしい」という意見をいただいた。それこそまさにこの番組で伝えた

かったメッセージであり、「住民の絆があって初めて、防災が底上げ

される」という思いで番組を制作した。結論に目新しさがなかったと

いう意見もあったが、一人ひとりが災害に意識を向ける大切さを愚直

に訴え続けることも、公共放送の責務と考えている。昭和南海地震に

ついて、今年は地震から７０年という節目の年であり、１年を通して

番組やニュース企画で伝えていきたいと考えている。 

親しみやすさ、見やすさ、視聴者にどう役立つかという視点にこだ

わって制作した。またスタジオパートでは、予定調和的でない「トー

ク感」や「ライブ感」を大事に制作に当たった。 

 

○  南海トラフ巨大地震の被害を最小限にするため、取り組むべき備えや問題点などが

わかりやすく提示されていた。津波に襲われる想定の地域に住む人には直接役に立ち、

参考になる情報が多い番組だったと思う。津波火災については、避難ビルに上がり助
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かったと思っても、火のついたがれきが押し寄せてきたら、逃げるところがなくなる

恐れがあることも伝えてほしかった。「ＤＯＮＥＴ」のパートでは、８秒間にコンロ

の火を消しテーブルの下にもぐる実演をしていた。この実演だが、コンロとテーブル

の距離が、揺れで鍋が落ちたら危険な近さで、不適切だと感じた。「ＤＯＮＥＴ」に

は地震速報のスピードアップだけでなく、震源に近い分、小規模地震発生のメカニズ

ムや津波の高さがいち早くわかる利点があることも紹介してほしかった。災害時のド

ローン活用だが、操縦技能者を数多く養成する必要もあり、すぐに実現するのは難し

いのではないか。スタジオでドローンを飛ばしていたが、出演者は全員ヘルメットを

かぶっていなかった。「安全に配慮して飛行させています」とテロップが出ていたが、

どのような配慮なのか気になった。ゲストの畠中さんは、疑問やコメントはよかった

が、なぜ土佐弁なのか違和感を持った。 

 

○  南海トラフ巨大地震で、徳島県は高知県に次いで大きな被害が予測されている。そ

の割に取り上げ方が少なくもの足りなく感じた。スタジオにも徳島からの出演者はい

なかった。身近な内容や人が出ているだけで視聴者の関心は高まると思うので残念だ

った。番組は前半「一人ひとりが巨大地震にどう備えるのか」を問いかけていた。そ

れが後半は徐々にドローンなど専門的技術の紹介になり、「自分が何をすべきか」考

える機会を遠ざけられたように感じた。震災に備える番組は、「地震が起きる前に何

をすべきか」「震災がきたらどう行動すべきか」、視聴者に徹底して問いかけるべき

だと思う。この番組は、「一人ひとりがどう備えるかが大切」という締めくくりだっ

たが、それに尽きると思う。今後も災害について考えるきっかけ、備えのヒントを、

繰り返し伝えていってほしい。 

 

○  内容が盛りだくさんで見応えがあり、豊富な映像資料と南海トラフ巨大地震の被害

想定を示すシミュレーション画像、さらに詳しい記者解説で、専門的知識がない人に

も非常にわかりやすい演出と構成だったと思う。ただ津波火災のパートでは、火災を

起こさないためまずできることとして、ガスの元栓を閉めるくらいしか紹介されなか

った。もう少し詳しく教えてほしかった。ドローンのパートでは、スタジオで実際に

飛ばしたり、今後ドローンでの運搬が期待される救急箱や食料の実物を見せていたが、

わかりやすくてよかった。地区防災計画については、地域によって危機管理の課題が

違い、一定のマニュアルでは役に立たないことがよくわかった。ゲストの畠中さんは、

視聴者の立場で疑問を投げかけたり専門的内容をかみ砕いて伝えていて、とても重要

な存在だと感じた。スタジオゲストがコメントするタイミングで、プロフィールのテ

ロップを何度も表示していたが、途中から番組を見る視聴者もいるのでよかったと思

う。 
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○  南海トラフ巨大地震では東日本大震災より早く津波が到達する想定もある。番組で

取り上げた車避難については、地震がいつどんな状況で起きるかで対応が違ってくる

のではないか。ルール作りは非常に困難だと感じた。「ＤＯＮＥＴ」のパートで、８

秒間にどれだけのことができるかスタジオの実演で示したのは、視聴者にわかりやす

かったと思う。津波火災は原因が詳しくわかっておらず、被害想定には含まれていな

いという。何らかの形で想定に織り込む努力をするなど、真剣に考える必要を感じた。

番組全体を通して、さまざまな角度から地震対策の課題が取り上げられていて、概観

するには非常によかったが、一つ一つをもっと詳しく知りたかった。また原発の問題

については、最新の動向をきちんと伝えていってほしい。 

 

○  過去の震災の教訓がいつの間にか風化している現状を伝えたあと、その教訓をどう

生かしていくべきか展開する構成は、視聴者に関心を持ってもらうのに効果的だった

と思う。災害時のドローン活用について、川の対岸にいる人を救助するため、ドロー

ンを使ってロープを渡す試みが紹介されていた。ロープを渡す糸の強度が課題だと伝

えていたが、番組の趣旨には関係ないのではないか。それよりも、有効な事例を紹介

して「ドローンは災害時に非常に役立つ」ことを、よりわかりやすく伝えるべきでは

なかったか。全体を通して、さまざまな要素が紹介され一つ一つは大変勉強になった

が、その分総花的で説得力は今一つだと感じた。番組では、昭和南海地震で津波が襲

った地域で今、宅地開発が進んでいることも紹介していた。防災・減災の取り組みや、

東日本大震災で傷ついた人たちに寄り添うような内容を継続して放送することは、Ｎ

ＨＫにしかできないことだと思う。昔の教訓をきちんと伝え続ける、心意気ある番組

を今後も期待したい。 

 

○  過去の震災の教訓を当時の映像や被災者のリアルな証言で振り返りつつ、新たな防

災対策をしっかり伝えていたと思う。南海トラフ巨大地震について、３０年以内に７

０％の確率で起こり得るという想定や想定死亡者数を示すことで、視聴者の危機感と

感心も高まったのではないか。「ＤＯＮＥＴ」の紹介では、８秒で実際に何ができる

かスタジオで検証し、専門家とも話し合うことで、災害時の時間の大切さを実感する

ことができた。ドローンの災害時の活用については、研究開発がさらに進むことを期

待したい。地域防災計画について、ゲストの畠中さんが「防災計画作りの過程で地域

での交流やつながりが生まれることが大事」と語っていたのは特に印象に残った。こ

れこそ地震に備える最大の鍵だと思う。番組の最後で、愛南町の中川宗明さん一家

が、防災について家族で話し合い実際に訓練する様子が紹介された。家族で防災意識

を高めることの大切さが伝わるよいシーンだった。防災・減災への意識改革につなが

るこうした番組を、これからも継続して制作してほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

 スタジオでの実演で、コンロと机が近く危険を感じたという指摘が

あった。スタジオのスペースや撮影しやすさを考えての配置だったが、

指摘はもっともで今後に生かしていきたい。スタジオでドローンを飛

ばした時のテロップは、出演者の上を飛ばない配慮を示すものだった

が、わかりづらかったかもしれない。徳島県の取り上げ方が不十分と

いう意見もいただいた。４県おしなべて取り上げる番組は単調になる

懸念もあり、今回はこのような構成にした。 

「ＤＯＮＥＴ」について「緊急地震速報を最大８秒早めることがで

きる」以外の利点も触れてほしかったという意見があった。今回は一

般市民がすぐに活用できる利点に特化して紹介した。災害時のドロー

ン活用について、専門的すぎたり紹介事例が当を得ていないという、

指摘もいただいた。ドローンのような新技術が、多くの人を救えるこ

とをまず伝えたいと、思い紹介した。津波火災については、原因がま

だ解明されていないだけに、備えについて詳しく伝えきれなかったか

もしれない。ただ津波被災者が避難先に着いた時「次に津波火災が来

るかもしれない」と考えられるかどうかで、その後の状況や判断が変

わってくると思い、取り上げた。 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２８年２月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

２月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１５日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２８年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」

について説明があった。引き続き、「平成２８年度四国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、３月の番組編成、放送番組モニター報告およ

び視聴者意向についてそれぞれ説明があった。次に、ドキュメントしこく「ミルキー そ

の手を伸ばして～障害と生きるチンパンジー～」について活発に意見の交換を行い、会

議は終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  大塚 岩男  （（株）伊予銀行頭取） 

副委員長  松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員  佐伯 美香 （松山東雲女子大学・短期大学バレー部コーチ） 

坂田 千代子（株式会社あわわ会長） 

宅間 一之 （高知県立歴史民俗資料館顧問） 

田坂 實  （越智今治農業協同組合経営管理委員会会長） 

長井 基裕 （愛媛新聞編集局長） 

松島 裕彦 （四国旅客鉄道株式会社常務取締役） 

村田 明広 （徳島大学大学院 ｿｼｵ･ｱｰﾂ･ｱﾝﾄﾞ･ｻｲｴﾝｽ研究部 教授） 

森本 道義 （日本ＪＣシニア・クラブ 高知ブロック担当世話人） 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２８年度四国地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○  ニュースを伝えるキャスターの個性が、以前に比べなくなっているように感じる。

もう少しキャスター自身の考えを伝えてよいのではないか。偏りがない伝え方はよい

と思う一方、「ＮＨＫのニュースをぜひ見たい」と思わせる魅力が薄れてきているよ

うに感じる。 

 

○  字幕放送について、全国放送だけでなく地域放送でも拡充する方針が示されてい

る。人材育成や体制づくりをしっかりと行い、人に優しい放送に努めてもらいたい。 
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○  平成２８年度のキャンペーン「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ四国」について、「国内外から旅

行客・観光客を招き地域を盛り上げる試みと自然や文化など四国の魅力を番組や企

画で継続的に紹介する」とあるが、どのような情報を発信していくのか、方向性を固

めテーマを明確にしていってほしい。 

 

○  伊方原子力発電所を取り巻く状況は、今後大きく動いていくと考えられる。愛媛県

だけでなく四国全体、さらには日本全体の課題として、幅広い視点から報道してもら

いたい。 

 

○  ＮＨＫにはさまざまな映像資料が蓄積されている。「ＮＨＫ地域づくりアーカイブ

ス」のようにそれらを生かした地域活性化に向けた取り組みを、これからも積極的に

行ってほしい。 

 

○  ＮＨＫのニュースには、偏りのない幅広い視点からの報道を期待している。 

 

○  諮問された「平成２８年度四国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。 

 

＜ドキュメントしこく「ミルキー その手を伸ばして 

～障害と生きるチンパンジー～」（総合 １月１５日(金)）について＞ 

 

○  高知県立のいち動物公園で飼育されている、２歳６か月のメスのチンパンジー・ミ

ルキーは、心肺停止の状態で誕生し、その後遺症から右の手足にまひがある。飼育員

の山田信宏さんたちは、ミルキーが将来、人の助けをできるだけ受けず仲間と一緒に

暮らせるようにしてあげたいと、リハビリに取り組んでいる。ミルキーが飼育員に甘

えたりじゃれ合う姿は愛らしく、成長していく姿から勇気をもらえる番組だった。冒

頭ミルキーが生まれるシーンは特に感動的で、献身的に蘇生措置をする飼育員の気持

ちになって映像を見つめた。ミルキーは成長につれ健常なチンパンジーとの差が広が

り、理学療法士など専門家チームが月に１度リハビリを行っても、思うような回復は
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難しいという。新たな一手として作業療法士の高橋一郎さんが「ミルキーが自ら体を

動かしたくなる環境をつくる」リハビリを始める。高いところに置いたおもちゃを取

りたいと、まひのある手足ではしごを懸命によじ登るミルキーを見て、将来に希望が

持てる思いがした。子どもたちにもぜひ見てほしい内容で、放送時間もよかった。ミ

ルキーの成長を願っており、今後も番組で伝えていってほしい。また、このようなリ

ハビリは「欧米で主流」だと紹介していたが、別の機会に詳しく取り上げてほしい。 

 

○  障害のあるチンパンジーのミルキーが少しずつ成長していく様子や、手助けする人

々の努力と愛情がよく伝わってくる番組だった。作業療法士の高橋さんがリハビリで

大切にしている「自ら体を動かしたくなる環境をつくる」という姿勢は、教育の根底

にあるべき考え方だと思う。興味を持つことは発達の大事なステップであり、自らの

力を引き出すための援助こそ「育てる」ことなのだと改めて思い知らされた。高橋さ

んが、全身の筋力が弱い濵田奈那ちゃんに献身的に接する姿や、ミルキーの飼育員・

山田さんをさりげなく後ろから支える様子には感動した。またミルキーが、山田さん

や高橋さんに全幅の信頼を寄せているように見え、心打たれた。本来の自然環境の中

で生まれたら、ミルキーは生きていけなかったと思う。ある意味で恵まれた環境にい

ることを最大限生かして、成長していってほしいと願っている。乙葉さんのナレーシ

ョンはやさしさと温かみがあり、番組を引き立てていたと思う。のいち動物公園が、

障害のあるミルキーの姿を来園者に見てもらうことを決めたその思いが多くの人に

伝わり、そこから多くの学びが得られることを期待している。 

 

○  障害があるチンパンジーと、飼育員や作業療法士との交流を通して、発達や成長に

何が必要か、説得力ある構成で伝えていたと思う。単なる感動の物語ではなく、冷静

な視点から描かれていたことに好感を持った。発達を促すという難しい課題に、飼育

員の山田さんたちが一歩ずつ着実に取り組んでいる姿勢にも感銘を受けた。作業療法

士の高橋さんが、自ら体を動かす環境づくりに心を砕いている様子も丁寧に取材され

ていた。高橋さんのリハビリから「興味を持たせる」「好奇心を刺激する」ことを大

事に接すれば、人は動くのだと改めて気づかされた。奈那ちゃんのリハビリの場面で

は、母親の知加さんの明るさや笑顔が印象的で「前に進もう」という強い意志を感じ

た。ただミルキーの母親が子育てを放棄した理由や、ミルキーを最初から群れに入れ

ることができない理由は、もう少し丁寧に説明してほしかった。また、のいち動物公

園が障害のあるミルキーを見てもらうことで来園者に何を感じてほしいのか、動物公

園側の思いは聞きたかった。番組中「障害を抱える」という表現があったが、この言

葉には負担を引き受けるイメージがあり不快に感じる視聴者もいたと思う。「障害が

ある」とすべきだった。 
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○  障害のあるミルキーの日常と、自立に向けて支える人たちとの関わりがよく描かれ

ていて「元気に育ってほしい」とミルキーを応援しながら視聴した。滋賀県立大学の

竹下秀子教授はミルキーについて「発達していくことを展望した場合、まだとば口に

も立っていない」と話していた。健常なチンパンジーとの映像比較からそのことがよ

く理解できた。チンパンジーは人間と同じヒト科の動物なのに、なぜミルキーを母親

のチェルシーが育てようとしなかったのかは気になった。ミルキーが人の手をできる

だけ借りず暮らせるようになった姿を、番組でまた見られることを願っている。ほか

に気になった点だが、番組冒頭の、ミルキーの「誕生から２年半を見つめた」という

ナレーションを聞いて、３か月、半年、１年と時間を追った成長記録を期待していた

が、そうではなく残念だった。せめて撮影日をテロップで示すなどしてほしかった。

のいち動物公園についても、地図で場所を示すなどもう少し丁寧に紹介してほしかっ

た。 

 

○  障害のあるチンパンジーのミルキーと飼育員の山田さんたちが、障害の克服に共に

取り組む姿を伝える心温まるドキュメンタリーだった。過不足のない構成、山田さん

のミルキーへのやさしさに満ちた言動をしっかりと伝える綿密な取材、そして乙葉さ

んの希望を持たせるナレーションが相まって、自立への願いも込めた｢ミルキー そ

の手を伸ばして｣という番組名にぴったりの内容に仕上がっていた。作業療養士の高

橋さんのリハビリで、ミルキーがまひのある右の手足を動かす場面は、「人の手を借

りずに自立する」という山田さんの目標への光明が感じられ、説得力ある感動的な場

面だった。ミルキーと山田さんが芝生で一緒に遊ぶ最後のシーンは、障害と向き合い

ながら生きるひとつのあり方を、見る者の心に刻む印象深いものだった。ただ、のい

ち動物公園がなぜ障害のあるチンパンジーを見てもらおうとするのかは、もう少し詳

しく説明してほしかった。 

 

○  つかまり立ちしか出来ないと思っていたミルキーが、作業療法士の高橋さんのリハ

ビリで想像を超える動きをしたのを見て、「体を動かしたい」という思いが生み出す

可能性は計り知れないものだと思った。ミルキーの発達状態について、２歳の健常な

チンパンジーと比較して映像で示したのは大変分かりやすかった。ただ、ミルキーが

誕生した瞬間の様子をなぜ撮影できたのかは気になった。また飼育員の山田さんに、

ミルキーの誕生前後で人生観などの変化があったのかは聞いてほしかった。「障害を

抱えて生まれてきたチンパンジーを育てていくのは世界でもまれな取り組み」という

ナレーションがあったが、多くはどのような対応をしているのかも教えてほしかっ

た。奈那ちゃんの紹介については、人と動物を同様に扱っているように思え違和感を

持った。今回この番組で伝えたい制作者のメッセージは何か、少し分かりにくいと感

じたが、メッセージをあえて明確に示さず、見る人に考えてもらおうという番組もあ
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るのだと改めて感じた。 

 

○  右の手足に障害のあるチンパンジーと、自立できるよう支援している飼育員たち

が、ともに努力する姿が丁寧に描かれていたと思う。母猿の育児放棄など、チンパン

ジーについては人間と同じヒト科でもまだ知らないことが多いのを再認識できた。

「チンパンジーは力が強くベッタリ付き添えるのは５歳くらいまで」と飼育員の山田

さんが話していたが、どの程度の力なのかわかりやすく教えてほしかった。ミルキー

が手足の発達の遅れに加え、知能にも遅れがあるのかは気になったので、コメントが

あるとよかった。障害のある奈那ちゃんがリハビリに取り組むシーンがあったが、ミ

ルキーだけに構成をしぼる方がよかったと感じた。 

 

○  動物の生態やかわいらしさに焦点を当てる番組は多いが、障害のある動物の成長を

追ったものは珍しいと思う。ミルキーが生まれた瞬間の貴重な映像から始まっていた

ことは、番組に説得力を与えていた。番組全体を通して「ミルキーは人間と一緒では

ないか」と感じた。飼育員の山田さんは、誕生から２年半、まるで我が子のようにミ

ルキーを育て、ミルキーについて自然に「ひとり」という言葉を使うほど、人と同じ

ように接しようという思いが伝わってきた。作業療法士の高橋さんは、障害のある子

どもの奈那ちゃんに対するのと同様に、ミルキーのリハビリを献身的に行い、ミルキ

ーのことを「歩みの中で少しずつ成長できていると思う」と話していた。「ミルキー

は人間と一緒」という一貫したテーマが伝わってきた。障害と向き合い生きている人

が見ても励まされる番組で、撮影のしかたも人の成長を追っているようだと感じた。

ナレーションで「障害を抱えて生まれてきたチンパンジーを育てていくのは世界でも

まれな取り組み」とあったが、どの程度珍しいのか、障害があった場合多くはどのよ

うに取り組むのか、データなどで詳しく示してほしかった。乙葉さんのナレーション

は、この番組には少し声がかわいすぎると感じた。ミルキーが早くほかのチンパンジ

ーと生活できるよう祈っており、その姿をぜひ続編として伝えてほしい。 

 

○  母親のチェルシーがミルキーに全く振り向かない姿を見て、自然のままならミルキ

ーが生存する可能性はほぼなかったと思い、野生の厳しさや人間と動物の違いを改め

て考えさせられた。飼育員の山田さんや作業療法士の高橋さんの、不自由な手足を使

うよう導いていく知恵と工夫と我慢強さには感銘を受けた。ミルキーがまひのある右

手を使おうとしたり両手で棒にぶら下がる場面は、赤ちゃんが初めて立ったり歩いた

りするのと同じ、大変感動的な場面だった。障害のある奈那ちゃんがリハビリをする

姿からは、人間であれチンパンジーであれ「生きていく」点では同じだと、強く訴え

かけられたように思う。奈那ちゃんとミルキーを応援しながら番組を視聴したし、ふ

たりの成長をまた違った角度から伝えてほしいと思った。ミルキーが心肺停止の状態
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で誕生した場面が冒頭にあったが、誕生前から障害があると分かっていたのか気にな

ったので、説明してほしかった。 

 

○  飼育員の山田さんの「ミルキーが日常生活に困らないよう自立させてあげたい」と

いう願いがよく伝わり「生きるものに対する思い」をテーマにした番組だと感じた。

多くの人に支えられ、まひのある手足を動かして「生きる力」を見せるミルキーの姿

は、視聴者に勇気を与え前向きな思いを抱かせるものだったと思う。作業療法士の高

橋さんが学んだ、欧米で主流の「自ら体を動かしたくなる環境をつくる」リハビリに

ついて、実際に取り組んでいる奈那ちゃんはクリスマスツリーに反応して体を動かし

ていた。日本ではこのようなリハビリがあまり行われていないのか気になった。障害

にどう向き合うかや、子どもへの教育、高齢者介護などへの問題提起や示唆も含む内

容で、考えさせられる番組だった。 

 

○  障害のある動物に焦点を当てる番組はあまり見たことがなく、大変衝撃を受けた。

研究施設や病院などの特別な場所でなく、身近な動物園のチンパンジーであることに

も驚いた。ミルキーが飼育員の山田さんにぴったりと抱かれている姿やじゃれて遊ぶ

様子は、人間の赤ちゃんのようで、山田さんと親子のように見えた。作業療法士の高

橋さんがリハビリ用の自作のおもちゃでミルキーと接する姿も、山田さん同様に父親

と錯覚してしまうほどだった。多くの人の深い愛情が、ミルキーにはきちんと伝わっ

ているのだろうと感じる瞬間が何度もあった。ミルキーとのリハビリのシーンでは、

一部映像をスローモーションにするなどの工夫で、一瞬で見逃しがちな場面の意味や

大切さが伝わったのもよかった。番組ではあまり描かれていなかったが、ミルキーの

誕生から今に至るまで、たくさんの苦労や失敗、工夫などドラマがあったと思う。そ

れも盛り込めれば、ミルキーと支える人々との関係性がより一層伝わり、番組に厚み

が出たと思う。重いテーマの番組だったが、乙葉さんのふんわりとした優しい語りは

愛くるしいミルキーの様子とマッチしていて好感を持った。人間同士の関わり合いで

も、スキンシップやコミュニケーションがもっと必要ではないかと、改めて考えさせ

られるいい番組だった。 

 

 

 

（ＮＨＫ側） 

 障害のある人や介護が必要な人を支える側は、さまざまな悩みや苦

しみ、葛藤を抱えていると思う。作業療法士の高橋さんのリハビリの

ように、少し発想を転換するだけでも、当事者は「よくなっていく」

可能性を感じ前向きになれるのではないか。この番組がそうした方た
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ちの「生きるヒント」につながれば、という思いで番組を制作した。

濵田さん親子については、番組で紹介させていただくかどうか議論を

重ね、最終的にご出演いただいた。このような障害を取り扱う番組で

はもちろん、今後も表現には細心の注意を払い丁寧に伝えるよう努め

ていく。 

障害のある動物はさまざまいると思うが、人間に近いチンパンジー

であるからこそ今回取り上げる意味があったと考えている。チンパン

ジーは人に近い分、見ていれば感情移入してしまう対象だと思う。リ

ハビリに取り組むミルキーを人と重ねて見てほしいという思いはあっ

た。また動物公園側は、ミルキーを見た来園者に「決まった何か」を

感じてほしいとは思っておらず、それぞれが何かを感じてもらえれば

よいと考えている。私たちも視聴者一人ひとりが何かを感じてもらえ

れば、というスタンスで番組を制作した。作業療法士の高橋さんのリ

ハビリを紹介した背景には、リハビリに関わる視聴者がいたら参考に

してもらえるのではないかとも考えた。 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２８年１月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

１月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１８日(月)、ＮＨＫ松山放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、２月の番組編成、放送番組モニター報告および視聴者意向について

それぞれ説明があった。そのあと事前に視聴してもらった、ＮＥＸＴ未来のために「自

立の芽を育てる～カンボジア地雷原からの報告～」と放送番組一般について活発に意見

の交換を行い、会議は終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  大塚 岩男  （（株）伊予銀行頭取） 

副委員長  松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員  佐伯 美香 （松山東雲女子大学・短期大学バレー部コーチ） 

宅間 一之 （高知県立歴史民俗資料館顧問） 

田坂 實  （越智今治農業協同組合経営管理委員会会長） 

松島 裕彦 （四国旅客鉄道株式会社常務取締役） 

村田 明広 （徳島大学大学院 ｿｼｵ･ｱｰﾂ･ｱﾝﾄﾞ･ｻｲｴﾝｽ研究部 教授） 

森本 道義 （日本ＪＣシニア・クラブ 高知ブロック担当世話人） 

 

（主な発言） 

 

＜ＮＥＸＴ未来のために「自立の芽を育てる 

～カンボジア地雷原からの報告～」（総合 １月７日(木)）について＞ 

 

○   番組冒頭のダイジェストで、カンボジアのタサエン地区で地雷処理をしている元自

衛官で愛媛県出身の高山良二さんが、腰に手を当て怒りながら村人に「ゴミをちゃん

と捨てろ。こっちに来い。大人もみんなでやるぞ」と声をかけていた。支配者と被支

配者の関係のようで嫌な感じを受けたが、実際の番組本編のシーンや、高山さんが村

人に「私はきれいにしたいんだ」と温かく語りかける姿を見て、映像の切り取り方で

視聴者に与える印象が大きく変わることを痛感した。また、高山さんが現地でクメー

ル語を話す場面では、翻訳した日本語のテロップで内容を伝えていたが、これも訳し

方や文体で印象が大きく変わるのではないかと感じた。番組中、地雷の残虐性や非人

道性を伝える映像の印象は強烈だったが、最後に高山さんが、みずから設立した日本

語学校で学ぶ子どもたちを見るやさしい表情に、救われる思いがした。気になった点

として、高山さんの着ている服に日の丸の刺しゅうがあったが、単に日本人であるこ

とを示すものなのか、何か公的な裏打ちがあるものなのか説明してほしかった。また
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高山さんの海外での活動を支える経済的基盤についても、きちんと教えてほしかった。 

 

○  高山さんが、カンボジアの村人と命がけで地雷を処理し、地域の自立のため村人の

考え方や気持ちまで変えようと熱い思いで取り組んでいることを、とても誇らしく思

った。番組は、その活動内容や異国の地でここまで熱心に活動する理由がよくわかる

構成になっていた。１９７０年から９１年まで続いた内戦の映像は衝撃的で、地雷で

両足を失ったコイ・デンさんの「首を切って死んでしまいたかった」という言葉は重

く心に残った。高山さんの指導のもと地雷を処理するデマイナーとなり、その収入で

家族を支えている２７歳のルーン・ソクヘインさんの姿や、息子のキムライちゃんが

そばで笑っている様子は特に印象的だった。高山さんの取り組みが若い人たちの行動

や心を変えていると実感することができ、地域の少し明るい未来が想像され心あたた

まる思いがした。番組最後の、日本語学校で学ぶ子どもたちが教室を掃除する様子は、

高山さんの生涯をかけた活動の豊かな実りを見るようで感動した。 

 

○  高山さんの地道な活動に着目し、番組に取り上げたことは大変有意義だと思う。先

進国の支援に頼りきりで自立が進まない地域が多い中、住民をデマイナーに養成した

り、焼酎をつくる会社や無料の日本語学校を立ち上げ支援を続けるなど、高山さんの

活動は着実に成果を上げていることが伝わってきた。その中でも、ゴミをなくそうと

いう啓発活動は特に印象に残った。ゴミをなくすことは単に美化衛生にとどまらず、

自分を律し周囲にも気配りできる人材を育てることにつながると思う。「人としてベ

ーシックな部分を教育していきたい」という高山さんの言葉からも、極めて重要な活

動だと感じた。番組は高山さん一人に焦点を当てていたが、彼の活動は周囲の大勢の

人の協力があってこそのものだと思う。高山さんというヒーローがいなくてはできな

い活動ではないこと、また視聴者でも協力できることがあることを知ってもらうため

にも、周囲の協力については取り上げてほしかった。 

 

○  今なお数百万個の地雷が埋まるカンボジアでの高山さんの奮闘ぶりに引きつけら

れる一方、途上国への支援のあり方について考えさせられる番組だった。他国の支援

が逆に依存体質を生む現状がよくわかったし、真の復興には村人の自立が欠かせない

という高山さんの思いもしっかりと伝わってきた。自衛隊員としてカンボジアで地雷

を処理したという経験や、デマイナーを事故で失ったという深い悔いはあるにせよ、

高山さんの村人を引っ張る体力やバイタリティーには敬服した。デマイナーのソクヘ

インさんの「村や周りの地域の人、特に子どもたちが幸せに暮らせるようになるため、

この仕事を続けたい」という言葉や、日本語学校に通う子どもたちがすすんで掃除し

たりきちんとあいさつをする姿から、村人に礼儀や自立の心、村への思いが着実に芽

生えつつあると感じることができた。「ＮＥＸＴ未来のために」というタイトルにふ
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さわしい内容で、日本が平和であることのありがたさや、平和を持続していくことの

大切さも再認識させてくれる番組だった。ただ、地雷が埋められた経緯やカンボジア

の内戦については、もう少し詳しく説明してほしかった。 

 

○  カンボジアの地雷原をキャッサバの畑に変える活動を続けながら、真の復興には村

人の自立が何より大切だと考え奮闘する高山さんの姿に引き込まれた。彼がなぜこれ

ほどの熱意で取り組んでいるのかもよく理解できる番組だった。高山さんは「９０％

で終われないのが地雷処理。１００％の信頼度が要求される」と語っていた。地雷で

両足を失った村人の証言や傷跡から、その言葉の重みが強烈に伝わってきた。デマイ

ナーを事故で亡くした責任を感じ慰霊碑の前に立つ高山さんの様子からは、村の発展

のためこれからも活動を続けていく決意を感じることができた。ゴミ拾いについて厳

しく村人を指導する場面があったが、一人一人の小さな努力が自立の芽を育てるとい

う高山さんの信念をよく表す場面だった。厳しい姿勢を見せることで、本気で村を思

っていることを伝えたいのだろうとも感じた。番組の最後、日本語学校の場面は、子

どもたちを見つめる高山さんの表情に安どと満足が伺え、見るものに安心と希望を感

じさせるすばらしいシーンだった。 

 

○  流れるような構成で見やすい番組で、高山さんがカンボジアで住民の自立のため活

動していることやその理由がよくわかった。先進国の援助が時に依存体質を生み自立

の壁となってしまうこともよく理解できた。向井理さんのナレーションも落ち着いて

いてすばらしかった。単に金を出すことが支援ではなく、高山さんがしていたような、

地域が自立することを目的とした手間をかけ熱意を込めた協力や教育が、明るい未来

をつくるのだと感じた。「ＮＥＸＴ未来のために」という番組タイトルにぴったりの

内容だったと思う。また、人の考えや習慣を改めるには、指導する側も真剣に取り組

まないと気持ちが伝わらないこともわかった。未来のため自分たちがすべきことはま

だまだあると感じた番組だった。地雷が爆発するシーンは、至近距離で撮影された非

常に迫力ある映像だったが、「地雷を爆発させる時は１５０メートルは離れないとい

けない」という趣旨のナレーションの直後だったこともあり「無人カメラで撮影」の

ようなテロップは出してほしかった。 

 

○  地雷処理などさまざまな形でカンボジアを支援するＮＰＯを立ち上げ、村人の自立

のため奮闘している高山さんの姿に感動した。地雷が除去された畑で育てたキャッサ

バを原料に、焼酎をつくる産業を興すというのは大変よいアイデアだと思った。対戦

車地雷の処理を誤ったことで、７人の若いデマイナーが犠牲になったことが紹介され

ていたが、対戦車地雷と対人地雷の違いはもう少し詳しく説明してほしかった。この

事故について高山さんは「規律が少し落ちていると感じていた」と語っていたが、ど
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ういう経緯だったのかもう少し掘り下げて聞いてほしかった。 

 

○  カンボジアの国土に今なお数百万個の地雷が埋まっている現状は本当に異常で、地

雷で両足を失ったコイ・デンさんの姿は、国や国民に刻み込まれたつらい記憶や無力

感を表しているかのようだった。先進国からの資金援助に慣れてしまった村人が「学

校を建ててくれ」「診療所を建てるよう日本政府に言ってくれ」と話す姿を見て、支

援漬けの環境が村人の自立をさまたげてしまう現実を突きつけられた思いがした。そ

れが、焼酎をつくる会社を支援したり無料の日本語学校を開設したりと、自立の種を

まく高山さんの活動で、村人の心が少しずつ変わっていく。始業前に掃除をし、遅刻

してもきちんと謝る子どもたちの姿に、村の明るい未来を信じることができた。地雷

処理は９０％でも足りず１００％を要求される仕事であることや、デマイナーのソク

へインさんが自分の村は自分で守るという使命を感じて働いていること、また高山さ

んがデマイナー７人を失った事故を「１００％自分の責任」と言い切る姿から、仕事

とは、自立とは、使命とは、そして責任とは何か、改めて考えさせられる番組だった。 

 

○  地雷処理や自立支援を続ける高山さんを通して、カンボジアの現状と課題を浮き彫

りにする構成で、とても理解しやすかった。また番組は、戦争が次の世代にもたらす

悲劇の実態を過不足なく伝えていたと思う。先進国の支援が住民の自立を阻害してし

まう課題も提示していて、地域の発展には金だけではなく、住民への教育が重要だと

いうメッセージが心に響いた。村人を思う気持ちから時に厳しく叱る高山さんの姿を

見て、教育や指導に愛情がなければ相手には伝わらないことも再認識できた。地域の

人や子どもの未来のためデマイナーとして働くソクへインさんは、そんな高山さんの

考え方に共鳴しているように思えた。地雷処理で犠牲になったデマイナー７人のこと

を胸に刻み、村の活性化に尽くす高山さんの決意に頭が下がる思いがした。 

 

○  支援者ではなく村の一員として時に厳しく接しながら、人間のベーシックな部分を

教育している高山さんの姿から、真の復興を願う深い愛情を感じることができた。村

人のコイ・デンさんが撮影スタッフにバナナを差し入れる姿や、デマイナーとして働

くソクへインさんの「地雷処理は危険な仕事だが、人々や子どもたちが幸せに暮らせ

るようこの仕事を続ける」という言葉は特に印象に残った。この地域で９年間奮闘し

てきた高山さんの思いが通じて、村人に他者への心遣いが芽生えていることがわかり、

とてもあたたかい気持ちになった。また平和な日本で生活できることへの感謝の思い

も新たにすることができた。ただ、地雷が作られた目的や仕組み、処理方法はもう少

し詳しく説明した方が、地雷の脅威がより一層伝わったと思う。 

 

 



5 

 

（ＮＨＫ側） 

 「カンボジアが地雷処理という大きな課題を今も抱えている現実を、

番組を通じてきちんと伝えなければいけない」という思いで制作した。

高山さんがどんな決意や使命感で１年の３分の２をカンボジアで暮ら

し活動を続けているのかも、しっかり見せなければいけないと感じて

いた。カンボジアの内戦の歴史や地雷が埋められた経緯を、もう少し

説明してほしかったという意見をいただいた。今回は高山さんが取り

組んできたハード面はもちろんソフト面の成果をしっかり伝えたかっ

たので、限られた放送時間で、歴史について厚く紹介することができ

なかった。 

現地に行って見ることが難しい国際支援の現場について、どのよう

な切り口で実態を紹介したらいいのか悩みながら制作した。高山さん

が村人に怒ってゴミ拾いを指導する場面や、デマイナーの慰霊碑を前

に思いを語るシーンから、国際支援の現実が少しでも伝わればと思っ

ている。高山さんの活動の背景が見えなかったという指摘があった。

意見を参考に、今回の番組とはまた違った角度から彼の活動を見つめ

る番組を制作したいと考えている。地雷が爆発するシーンは、無人カ

メラでの撮影だと分かるようテロップを出した方がよかったという意

見も、次の番組に生かしていきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月１８日(金)の新日本風土記「みかん」では、愛媛県八幡浜市の真穴地区で、

明治から代々みかんづくりをしている二宮長史さん一家を１年かけて取材していた。

作業に先人の教えが脈々と受け継がれていることや、江戸時代の開墾から産地として

名を成すまでの地区の歴史と独特の風習が丁寧に描かれていた。収穫を手助けするみ

かんアルバイターを取材して、みかんに関わる人たちの多彩な生き方・考え方を紹介

していたのもよかった。愛媛ではみかんの品種改良が進み、普通のみかんの倍以上で

ブドウの甘さにも匹敵する糖度２２度のみかんも試作中という。楽しみに待ちたいと

思った。「新日本風土記」は女優の松たか子さんの語りや情緒あるテーマ曲も相まっ

て、見る者の心に残る番組だと思う。日本の暮らしや風景がすさまじい勢いで変貌を

続ける中、その原点を貴重な記録として伝えていってほしい。 

 

○  １月８日(金)のしこく８ 四国えかこと旅「ぐっさんが徳島・神山町を駆けめぐ

る！」では、“ぐっさん”こと山口智充さんがバイクで町のさまざまな場所を訪れ、
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自然の豊かさや都会からの移住者が増えていることを紹介していた。インターネット

環境の充実に魅力を感じた東京の企業が開いたサテライトオフィスも訪ねていた。山

口さんの明るい雰囲気も相まって、町の将来に希望を感じさせてくれる場面だった。

ただ、この町の道はバイクには良くても車には狭い道が多いように思う。「多くの人

が行って良さを味わえるかどうか」という、旅番組ならではの視点も大事にしてほし

いと思った。 

 

○  しこく８ 四国えかこと旅「ぐっさんが徳島・神山町を駆けめぐる！」について、

「神山町に実際に行ってみたい、住んでみたい」と思うほど、町の魅力満載の内容だ

った。自然豊かな神山町だが、インターネット環境に魅力を感じた東京の会社が、サ

テライトオフィスを開いている。会社の田んぼで社員が米を育てていることが紹介さ

れていたが、都会にはない、田舎ならではの良さと感心した。登場した町の人は口を

揃えて「不便はあまりなく生活環境がいい」と言う。大阪から移住してピザ屋を営む

塩田ルカさんが「地元の人たちの温かい支えが何よりうれしい」と語っていたのがと

ても印象的だった。旅の最後に山口さんは、町の魅力をたっぷり詰め込んだ手作りの

ツーリングマップを披露する。番組がきれいにまとまり、全体を通してもバランスの

取れた構成で見応えもあるとてもよい番組だった。 

 

○  １月９日(土)のザ・プレミアム「アガサ・クリスティーを探して～ミステリーの舞

台裏への招待状～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:30～8:59）を視聴した。１月１２日でアガサ・

クリスティーは没後４０年になるという。ふるさとのイギリス・デボン州を女優の寺

島しのぶさんが訪ね、彼女の生い立ちや生活ぶり、傑作が生まれた背景を紹介してい

た。初めて知る内容も多く、とても楽しく見ることができた。 

 

○  １月１０日(日)の小さな旅「街は流れとともに～高知県 鏡川～」を見た。高知市

街を流れる鏡川のありがたさを再認識できたし、この川を次の世代にきれいな形で残

していく必要があると改めて感じた。川のほとりで育てた野菜を街路市で販売してい

る伊藤幸子さんを紹介する場面では、土を洗い落とした大根が真っ白になる様子が、

鏡川の美しさと相まって大変美しかった。この川の主に中流から下流を取材した番組

だったが「３０万人都市の中心地を流れているのに、清流のシンボル・鮎が釣れるほ

ど美しい川」といった側面はもっと強調していいと思った。 

 

○  大河ドラマ「真田丸」について、１月２日（土）のあなたが主役５０ボイス「新春

スペシャル“真田丸ボイス”」（総合 後 6:05～6:48）や、１月２日（土）の「ブラタ

モリ×鶴瓶の家族に乾杯 真田丸スペシャル」（総合 後 7:30～8:43）など、さまざ

まな番組で取り上げていた。ＮＨＫのこのドラマに対する意気込みが伝わってきた。
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三谷幸喜さんの脚本であることが、このドラマに注目が集まる大きな理由のひとつだ

と思う。歴史的事実を忠実に伝えることを大切に、脚本を書き上げてほしいと思う。 

 

○  大河ドラマ「真田丸」について、年明けからのさまざまな関連番組を非常に楽しく

視聴した。中でも、上田城を取り上げていた「ブラタモリ×鶴瓶の家族に乾杯 真田

丸スペシャル」は、石垣などに興味をそそられ非常におもしろかった。 

 

○  １月１５日(金)のしこく８「コレマジ！？さぬきうどん伝説」を見た。さぬきうど

んを取り上げた番組はＮＨＫでも民放でも数多くあるが、有名店や名物店主に焦点を

当てたものが多かったと思う。しかしこの番組では、貸し切りでうどん店めぐりをす

る「うどんタクシー」の運転手になるための試験や、地元のうどん好きのかまずに飲

み込む食べ方、コーヒーうどんやメイド喫茶のうどん、さらには廃棄されたうどんか

ら出るメタンガスで発電までしていることなど、さぬきうどんを多角的に取材してい

た。ゲストのキャイーンと篠原ともえさんの親しみやすいキャラクターもあって、Ｎ

ＨＫらしくない肩の凝らない楽しい番組に仕上がっていた。うどんの描写などカメラ

ワークも秀逸だった。 

 

○  １月１５日(金)のしこく８「コレマジ！？さぬきうどん伝説」を見た。実際のうど

ん店で収録したのがよかったし、ゲストの選定もよく、音楽や効果音の使い方、テロ

ップのデザイン、ナレーションにも工夫が感じられ、遊び心満載でテンポのいい進行

に、最後までワクワクしながら視聴した。店ごとのうどんの特徴やこだわりも丁寧な

取材と解説で紹介していて、興味をそそられた。客の声を生かしたさまざまな工夫や

改良を行っている店も取り上げていたが、普段は知りえない店主の柔軟な対応や努力

に感心した。「うどんタクシー」の運転手登用試験への密着取材も興味深かった。常

連客のうどんの食べ方を小林陽広アナウンサーがスポーツ実況のように伝える演出

は最高に楽しく、番組スタッフが体を張ってさまざまな店を取材する演出もおもしろ

かった。廃棄うどんを使った発電プロジェクトが目指す“うどん循環社会”や、うど

んを打つ研修で奮闘する台湾人夫婦など、さぬきうどんを多方面から丁寧に取材して

いて、勉強になることや考えさせられることが多かった。限られた放送時間に、これ

だけの情報をうまくまとめていたのもすばらしかった。 

 

○  １月９日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ 激動の世界 第１回「テロと難民～

ＥＵ共同体の分断～」、１月１０日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ 激動の世界 

第２回「大国復活の野望～ロシア・プーチンの賭け～」、そして、１月１６日(土)の

ＮＨＫスペシャル シリーズ 激動の世界 第３回「揺れる“超大国”～アメリカは

どこへ～」を視聴した。国際情勢が地方の政治や経済、そして安全にも直接的な影響
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を及ぼす今、非常にタイムリーな内容で、１年間を整理する上でも、このような番組

をこれからも年明けに放送してほしいと思う。 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２７年１２月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

１２月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、２１日(月)、ＮＨＫ松山放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

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

続いて、１月の番組編成、放送番組モニター報告および視聴者意向についてそれぞれ説

明があった。そのあと事前に視聴してもらった、人生デザイン Ｕ－２９「“孫ターン”

移住」と放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議は終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  大塚 岩男  （（株）伊予銀行頭取） 

副委員長  松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員  佐伯 美香 （松山東雲女子大学・短期大学バレー部コーチ） 

坂田 千代子（株式会社あわわ会長） 

宅間 一之 （高知県立歴史民俗資料館顧問） 

田坂 實  （越智今治農業協同組合経営管理委員会会長） 

長井 基裕 （愛媛新聞編集局長） 

松島 裕彦 （四国旅客鉄道株式会社常務取締役） 

真弓 絵里子（介護老人保健施設「まゆみの里」施設長） 

村田 明広 （徳島大学大学院 ｿｼｵ･ｱｰﾂ･ｱﾝﾄﾞ･ｻｲｴﾝｽ研究部 教授） 

森本 道義 （日本ＪＣシニア・クラブ 高知ブロック担当世話人） 

 

（主な発言） 

 

＜人生デザイン Ｕ－２９「“孫ターン”移住」（Ｅテレ １１月２日(月)）について＞ 

 

○   理想とする自給自足に近い暮らしを求め、母方の祖母が住む徳島県海陽町へ“孫タ

ーン”した大阪府出身の大澤千恵美さんが紹介されていた。近親者のいない移住とは

違って、地元で祖母と母親が築いてきたあたたかい人間関係が、彼女の大きな助けに

なっていることがわかった。番組中、大澤さんは祖母との暮らしについて「二人で過

ごすのがこれほど大変だと思わなかった」「そんなやさしい孫じゃないしね」と飾ら

ないことばで実感を話していた。祖母と同居はせず週に２、３日だけ共に過ごしてい

るのは、この暮らしを継続する上でよい選択だと感心した。「人が集まる機会を増や

したい」「元気が集まる場所にしたい」ということばからは、彼女の毎日が充実して

いることが伝わってきた。大澤さんは覚悟を決めて海陽町に移住したと思うが、この

“孫ターン”を両親がどう感じているか、番組では触れられなかった。ぜひ両親の話
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も聞いてみたいと思った。“孫ターン”は、大澤さんのように定期的な収入のある仕

事が見つかって初めてできることで、魅力的な仕事が見つからないケースの方が多い

のではないか。こうした状況が変わらないかぎり、“孫ターン”が地方の過疎化を食

い止める切り札にはならないと思う。考えさせられることが多いテーマなので、今後

も取材を継続していってほしい。 

 

○  今の若者は“ゆとり世代”や“さとり世代”と呼ばれ、大志を抱かない人が多いと

言われている。自分の周囲でもその傾向があると思っていたが、この番組を見て考え

を改める必要があると思った。明確な意思表示は苦手かもしれないが、じっくり考え

て物事の本質を見つめ、周囲のことを考えて行動する人が多い年代と言えるのかもし

れない。この番組の大澤さんの生き方がまさにそうだった。こうしたテーマの番組で

は田舎暮らしを美化して表現する傾向があると思う。そのような番組に触発された人

が田舎に移住したものの、実際の生活は甘くなく、短期間で挫折する例も多いと聞く。

しかしこの番組では、祖母との関係に悩んだり稲の収穫もうまく行かなかったりと、 

“孫ターン”の難しさも含めてありのままを伝えようとしていてよかった。大澤さん

の１週間のスケジュールや家計の収支を、グラフや図で紹介していたのも、暮らしの

全体像がわかりよかった。カメラワークもよく最後まで引きつけられる番組だった。

ナレーターには俳優の松坂桃李さんが起用されていた。最初は豪華すぎるように思っ

たが、すばらしい語りは番組を魅力的に輝かせていた。 

 

○  この番組で“孫ターン”ということばの意味を初めて知った。祖母の暮らす田舎に

移住した２８歳の大澤さんの素の姿と、理想の生活を実現しながら祖母の老いと向き

合い悩む姿が上手に描かれていた。彼女の幼少時や海外でボランティア活動をしてい

た頃の写真が数多く紹介されたが、現在の姿や雰囲気との違いがよく伝わってきた。

趣味の三味線を一緒に学んでいる友人の宮内淳子さんに悩みを相談する場面は、大澤

さんが自分の選択を後押しされささやかな自信を抱く、感動的で意義深いシーンだっ

た。また大澤さんと祖母の、笑顔、てれ隠し、すねたところ、いらだちなど、さまざ

まな表情がよくとらえられていて大変見応えがあった。長期間の根気強い取材のたま

ものだろうと感じた。猿に食べられて少ししか収穫できなかったお米を祖母が食べる

場面は特に印象に残った。普段は自分の気持ちをあまり素直に表わさない祖母の「お

いしいよ」ということばに深く心を揺さぶられた。このシーンを見た多くの視聴者が

「祖父母との時間を大事にしたい」と思ったのではないだろうか。この番組は、過疎

化、高齢化、認知症、お年寄りの一人暮らしなど、現代社会のさまざまな問題も浮き

彫りにしていたと思う。 “孫ターン”というテーマをもう少し長い放送時間で掘り

下げた番組も見てみたいと思った。 
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○  田舎に移ってきた若い女性と祖母が週に２、３日共に暮らすというと、普通なら孫

が祖母の世話をすると思うだろう。しかし２人は実は対等な関係で、大澤さんが「ほ

められたことありませーん」と言ったら、祖母が「ほめられることしないんですー」

とやり返すように、ありのままの日々のやり取りがしっかりと映しとられた本当に魅

力的な番組だった。このような移住が成立するには、大澤さんが看護師の資格を持っ

ていて経済的基盤があることに加え、祖母も自給自足で生活できるほどには元気であ

るといった、条件が不可欠だと感じた。認知症と診断された祖母は、番組の中でもだ

んだん弱っていくように見受けられた。孫が収穫したお米で作ったおにぎりをおいし

そうに食べているシーンを見ながら、こうした日々も残念ながらいつまでも続かない

のではと思ってしまった。全体のトーンは非常に明るいが、その先にあるきびしい未

来も考えさせられる番組だった。 

 

○  とても心があたたまり、田舎の良さを改めて感じることができた番組だった。大澤

さんが海外での生活を経て「自分で食べるものは自分で作りたい」と考え、祖母の様

子を見守りながら田舎での暮らしを教わろうと、徳島への移住を決断したことがまず

すばらしいと思った。祖母の強気な口調やストレートな感情表現を時に苦痛に感じて

しまう大澤さんの姿には、身につまされる思いがした。その一方で、海辺で三味線を

ひいたり、お姉さんと慕う三味線の先輩・宮内さんに悩みを相談したり、気分転換も

上手に行っていて、祖母とよい距離感を保ちながら、でもしっかりと支え合って暮ら

していることがわかり、二人はとてもよい関係だと納得できた。初めての米作りでは、

収穫前の稲を猿にほとんど食べられてしまった。それでも大澤さんは「せっかく育て

たお米を祖母に食べてもらい元気になってほしい」と稲刈りを行う。祖母への思いが

伝わってくる場面だった。そのお米で作ったおにぎりを食べて「おいしいよ」と言っ

た祖母のことばややさしい笑顔にも感動した。ただ、大澤さんの祖母への思いや、祖

母から何を教わりたいと思っているかについてはよくわかったが、祖母の方は大澤さ

んが来てからどんな気持ちで毎日を過ごしているのか、何を教えたいと思っているの

か、胸のうちをもう少し伝えてほしかった。高齢化が進む今“孫ターン”には、若い

世代がお年寄りを気遣い支え、田舎ならではの古きよきものを受け継いでいくすばら

しさがあると思う。今後ますます広がっていってほしいと感じた。 

 

○  「人生デザイン Ｕ－２９」では、いつも魅力的な若者の活動が紹介されているが、

彼らを特別なヒーローとして描かないところに好感を持っている。今回の大澤さんも

普通の若者として取り上げられていた。大澤さんの日常は、目立って大きなことを成

し遂げようとしているようには見えない。辛口の批評家の祖母にささやかな抵抗を試

みる一方、年の功にはかなわないことを素直に認めたり優しくいたわったりする姿に、

ほほえましく見入った。祖母と同居するのではなく、２、３日だけ共に暮らして適当
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な距離感を保っていることなど、大澤さんの緩やかな生き方がこの生活を長続きさせ

ているコツだと感じた。番組を見て、本当のやさしさや心にしみるあたたかさが、大

澤さん・祖母・地域の人たちすべてにあることが伝わってきたし、やさしさとはこの

番組が描いたようなさり気ない日常の中にこそあるのだと、改めて思わされた。大澤

さんの「人が集まる元気な場所になれば、猿も虫もみんな喜ぶんやないかなあ」とい

う最後の言葉には特に感動し、彼女を心から応援したいと思った。大澤さんは自然体

で無理をしない姿の反面、海外でのボランティア活動や“孫ターン”など、多くの若

者とは異なる道を強い意志で選択している。そのことに心から尊敬の念も覚えた。こ

うしたしなやかで強い思いを持つ若者が、地方の活性化に力を発揮するケースもある

と思うが、まだまだ少ないのではないか。番組の中で、「“孫ターン”が注目を集め

ている」と紹介していたが、現状の簡単な説明があればもっと理解が深まったと思う。

松坂さんのナレーションは落ち着いていて歯切れよく、番組の内容に大変よく合って

いた。 

 

○  “孫ターン”というテーマは興味深く、世代間のコミュニケーションの取り方や認

知症の高齢者と接することの難しさ、移住に伴う困難も取り上げた内容に好感を持っ

た。単純な「成功モデル」としてこの移住が描かれていないところに、リアリティー

も感じた。今日本各地でコミュニティーの崩壊が指摘されているが、大澤さんは地域

の人たちに支えられながら暮らしている。コミュニティーが持続している地域がまだ

あることを確認できた思いだった。大澤さんは「人が集まる機会を増やしたい。元気

な場所にしたい」と語っており、今後地域が目指すべき方向が示されたように感じた。

ただ今後人口減少が進めば、２０年後、３０年後にこの地域がどうなっているのか不

安も感じた。松坂さんのナレーションは聞きやすく、同じ内容がテロップでも示され

理解しやすかった。気になった点だが、“孫ターン”は全国的な傾向なのか。他県で

も事例があるのだろうか。大澤さんが宮内さんと海岸で話すシーンが暗く表情がわか

りづらかったのは残念だった。 

 

○  日本の古きよき暮らしが残る田舎が、今若い世代の移住先に選ばれていることを、

うれしく思いながら視聴した。番組では、大澤さんの「なんでも自分でできるおばあ

ちゃんになりたい」という理想への挑戦と、思い通りにならない現実がよく描かれて

いた。大澤さんと祖母の生活が、飾らない自然体で映しとられていたのもよかった。

一人暮らしの長いお年寄りはマイペースで、身内という遠慮のいらない間柄だと一緒

に過ごすのはなおさら大変だと思う。いい距離感を保つため週に２、３日ほど祖母の

家を訪ねている大澤さんの選択は、他の人にも参考になると思った。二人が程よく刺

激しあうことで、認知症の進行を遅らせる効果もあるのではないだろうか。大澤さん

は生活を維持するための仕事をきちんと持っている。地域や農地を次世代につなぐた
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め、こうした若者の就労を支援する制度があれば、田舎もより活性化するのではない

か。大澤さんは「人が集まる機会を増やしていきたい」「猿も虫もみんな喜ぶ場所に

したい」と言っていたが、自然と共生する暮らしを望む若者がいることはうれしく、

心から応援したい気持ちになった。ほかの番組に比べてテロップの活用が多いように

感じたが、わかりやすくてよかったと思う。 

 

○  祖母の老いと向き合いながら、自分の人生をデザインしている大澤さんの日々を追

い、若い世代ならではの感性で新しい道を切り開いていこうとする姿を伝えていた。

あまのじゃくにも思える祖母の言動に共感もしながら、６０歳という年齢差ゆえの二

人の考え方の違いも含めて、最後まで興味がとぎれることなく視聴できた。野菜の収

穫にも料理のしかたにも遠慮なく自分のペースを貫く祖母の姿勢は、大澤さんには戸

惑いもあったようだが、見ていて痛快だった。丹精込めて育てた米が刈り取りまぎわ

に猿に襲われ、収穫がほとんど期待できなくなっても、大澤さんは祖母のため稲刈り

を決断する。その作業を地域の人たちがあたたかく支えていた。これこそ祖母が築い

てきた人間関係の証しであり、大澤さんは今その人間関係に支えられていることに気

づいたのではないか。収穫したお米で作ったおにぎりを大澤さんと祖母がいただくそ

の笑顔に、ほんの少し明るい未来を見たような気がした。今回「人生デザイン Ｕ－

２９」を初めて視聴したが、みずみずしい感性で人生の選択をする若い人たちの奮闘

ぶりに深く感動した。 

 

○  流れるような構成で非常に見やすく、人生において優先すべき価値や本当に豊かな

生活とは何か、改めて考えさせられる番組だった。大澤さんは笑顔がすてきで、飾ら

ずまっすぐ前を向いて生きていると感じた。年齢相応にあまのじゃくな祖母とのやり

とりからは、ありのままの日常をしっかり取材できていることがよくわかった。「お

ばあちゃんを先にもってくるとしんどくなってくる」という大澤さんのことばからは、

相手を尊重しつつ自分がやりたいことを実現するのが大事、という本音も伝わってき

た。大澤さんのような、自然体でありながら魅力的な人をどうやって見つけ出したの

か、大変興味深く感じた。この番組で“孫ターン”という言葉を初めて知ったが、人

口減少という課題に対して移住促進やＩターンを積極的に展開している今の四国で

は、非常にタイムリーな内容だったと思う。大澤さんは理想の生き方のヒントを徳島

の祖母の暮らしに見いだしていたが、その人生デザインに欠かせない背景として、四

国という土地ならではの豊かさがあったのではないか。四国のこれからについて問題

提起されているようにも感じた。一方で、番組で “孫ターン”が増えていると言い

ながらデータの紹介がなかったのは、説得力を欠いていて残念だった。 

 

○  人口減少、過疎化、高齢化、認知症など現代のさまざまな問題を上手に描いていた
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番組だった。この番組の真骨頂は、“孫ターン”で生じる問題を、ナレーションで説

明するのではなく、大澤さんと祖母のありのままの会話を巧みに積み上げ描いたこと

だろう。また、大澤さんと地域住民とのやり取りから、祖父母が築いてきた信用や人

間関係が孫をあたたかく支えていることが伝わってきた。過疎化が深刻な土地の人た

ちは、若い世代が地域に入ってくることを、複雑な気持ちもありながら本当に期待し

ていると思う。 “孫ターン”は、地方創生を考える上で大きなヒントになると感じ

た。 

 

 

 

（ＮＨＫ側） 

 「人生デザイン Ｕ－２９」は、自分の生き方に不安や悩みを持つ

１０代、２０代の人に特に見てほしい番組だ。人生にはさまざま選択

肢があることを伝えたいと思い制作した。今回特に大事にしたのは、

視聴者に共感をもってもらえるよう主人公を等身大で描くことだ。番

組の魅力は取材と撮影を受け入れてくれた、大澤さんと祖母の魅力に

尽きると思っている。 

地域活性化の動きに興味があり、地方で頑張っている人たちを取材

していく中で、大澤さんとは偶然出会った。大澤さんの魅力を、最近

注目されはじめている“孫ターン”という言葉といっしょに紹介する

ことで、より多くの視聴者に伝えたいと考えた。彼女の両親の話も聞

きたかったという意見があった。両親にも取材をしていたが、若い世

代の視点から描くことを大事にしたいと思い、あえて紹介しなかった。

このテーマでは今も継続して取材を続けており、大澤さんと祖母を取

り巻く状況の変化など、また番組にしていきたいと思っている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月２０日(金)の四国羅針盤「伊方原発 安全をどう確保するのか～愛媛県中村

知事に問う～」（総合 後 7:30～8:10 四国ﾌﾞﾛｯｸ）を視聴した。伊方原発３号機の再

稼働に対して、愛媛県は国が求める基準よりはるかに高い内容で安全対策を準備して

いることが理解できた。その一方で、再稼働に地元自治体や県が同意したことで、過

酷な事故が今後起きた場合は愛媛県だけでなく四国全体に影響が出てくることが予

想され、四国で暮らす全員が当事者意識を持ちこの問題を考えていく必要を感じた。

番組では、中村知事に中継をつないで質問していたが、タイムラグがあってお互いの

会話が重なるなど、やり取りがスムーズでなかったのは残念だった。ＮＨＫは原発の
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問題について今後も継続的にしっかりと情報を伝え、視聴者の関心に応えていってほ

しい。 

 

○  １１月２０日(金)の四国羅針盤「伊方原発 安全をどう確保するのか」では、伊方

原子力発電所３号機の再稼働同意を、中村時広・愛媛県知事がどのような考え、行動

のもと決断したのか、一連の流れがよく理解できた。福島第一原子力発電所の事故と

同じ想定で行った広域避難訓練から浮き彫りになった課題について、中村知事に中継

をつないで問うことで、避難の問題の深刻さを感じると同時に、直接知事の考えを聞

けたことで、少し安心感も得ることができた。この番組を見て、伊方町の避難者が大

分県に渡る船の確保、大分での受け入れ体制、陸上の避難路寸断の可能性、といった

大きな３つの問題に対して、県が考えている対策を理解することができた。今回訓練

に参加できなかった人も、避難の方法や大変さを知ることができたと思う。中村知事

が「福島の原発事故と同じことは伊方原発では起こらない。津波は起こらない。なぜ

なら福島とは地形や地盤が異なるためだ」と断言していたが、心強い話しぶりが印象

的だった。伊方原発については今後も番組を通じて、地震や津波に対する県の安全対

策の進ちょく状況など丁寧に伝えていってほしい。 

 

○  １１月２５日(水)の「見せます！地方のプライド～“縮小日本”への戦略～」（総

合 後 10:00～10:50）を視聴した。四国、山陰、九州などの、全国のほぼ半数の自治

体に“消滅可能性”があるという現状に驚いた。徳島県上勝町では、子どもの学習環

境に不安を感じた家族が都会に出ていき、中学校の生徒が大幅に減っているという。

町では特別に予算を捻出して塾を開き中学生に勉強を教えることで、少しでも定住者

を増やそうとしている。議会での議論や町民のさまざまな意見など、予算をつけるに

至ったプロセスについては紹介されなかったが、別の機会に詳しく取り上げてほしい

と思った。香川県では、看護現場の人手不足を解消するため、看護師が訪問看護先か

ら職場に立ち寄らず、タブレット端末を活用して直行・直帰する取り組みを行ってい

る。短時間勤務が可能になり、数時間でも資格を生かせる先進的な試みだと感じたが、

看護師の葛藤や看護を受ける側の声はもう少し詳しく知りたかった。 

 

○  １２月４日(金)の四国羅針盤「音を“処方”する～音楽療法 そのメカニズムに迫

る～」では、さまざまな医療機関での音楽療法の取り組みについて、ＶＴＲで丁寧に

報告していた。スタジオゲストの東海大学医学部教授・吉井文均さんのわかりやすい

解説と補足もあってよく理解できた。音楽療法士は、ほかの医療専門職のように国家

資格化されておらず、診療報酬を受け取ることができない。国が診療報酬を認め、医

療機関が音楽療法を取り入れやすくなるかどうかが、今後の課題だと感じた。 
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○  １２月４日(金)の阿波スペシャル「大雪災害から１年 ～災害時の孤立を考える

～」（総合 後 7:30～7:55 徳島県域）は、去年１２月に徳島県の三好市、つるぎ町、

東みよし町などで発生した大雪災害について、課題と対策を紹介した番組だった。当

時のニュースでは、光ファイバー回線を使ったＩＰ電話が停電で不通になり、住民の

安否がなかなか確認できなかったことを報じていた。それが今回の番組では一切言及

されていなかったのは気になった。また、過去の大雪災害について記した神社の石碑

を紹介するシーンでは、石碑に「独居老人が尊い命を落とす」とあるのに、ナレーシ

ョンは「お年寄りが尊い命を落とす」と紹介していた。正確に伝えてほしいと思った。 

 

○  １２月９日(水)の食材探検 おかわり！にっぽん「大根 千葉県銚子市」では、リ

ポーターの田中理恵さんと生産者の触れあいや、大根を使った料理の数々を楽しく視

聴した。大根は日本人が一番多く食べる野菜であることなど、うんちくも参考になっ

た。地元の農家や料理の名人が作る、大根の唐揚げやトンカツ、柿とのあえ物、ポタ

ージュなどメニューの多さにも驚いた。紹介された詳しい調理方法は視聴者の参考に

なったと思う。漁業としょうゆの町、銚子の名物・つくだ煮をさり気なく取り上げて

いたのも、地元に特に喜ばれたと思う。田中さんは上手にリポートしていて好感が持

てたし、ナレーションの平泉成さんの語りもよかった。食材と産地を紹介してくれる、

このような番組が増えることを期待している。 

 

○  １２月１０日(木)の「とく６徳島」では、地域に密着した話題をテンポよく楽しく

取り上げていてよかった。徳島県は女性経営者の比率が高いことで知られているが、

彼女たちをシリーズで紹介する「阿波女あきんどの流儀」のコーナーは、キャスター

の伊藤友見さんの活躍もあって見応えがある。そのほかの徳島の特長も、このように

シリーズで紹介していってほしい。 

 

○  １２月１１日(金)のしこく戦後７０年「未来へ 四国の決断」を視聴した。戦後７

０年の歴史を振り返り、各地域の成功への道のりを、多方面からのきめ細かい取材と

巧みな編集で伝えていて、このシリーズ最後の番組にふさわしい上質な内容だった。

時代の先を行く新しい挑戦でリーダー役を担う人は、決断力や判断力に加えて情報収

集力や行動力、体力が備わっていなければいけないことを痛感した。番組の最後に５

人のゲストが「将来の四国にとって大切だと思うこと」を色紙に書いてコメントして

いた。放送時間の制約はあったと思うが、色紙と短いコメントではもの足りなく、討

論形式でしっかり意見を聞かせてほしかった。今回は成功例を中心に紹介していたが、

困難な課題を抱えたまま戦後７０年を迎えた例もあると思う。それらについてもぜひ

取り上げていってほしい。 
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○  １２月１１日(金)のしこく戦後７０年「未来へ 四国の決断」では、不漁や価格低

迷に直面して養殖へと転じた愛媛県宇和島市の漁師たちの決断、田舎であることを逆

手にとってアピールしたゆずの村・高知県馬路村の決断など、地域を活性化させた各

地の決断を取り上げていた。伊方原発の誘致については、決断に至った住民の苦悩を

さまざまな角度から取り上げていて、このような歴史をしっかりと理解しておく必要

があると思った。ことし四国のＮＨＫが展開したキャンペーン「しこく戦後７０年」

の番組はいずれも、歴史に学びこれからの自分たちのありようを考えるきっかけとな

る非常によい番組だった。 

 

○  １２月１３日(日)の花燃ゆ（５０）「いざ、鹿鳴館へ」を視聴した。最終回だけに、

もう少し丁寧に楫取素彦と美和の晩年の生活を描いてもよかったと思う。ただ最終回

に主役が死なない展開は、新鮮でよかった。視聴率が低いと報道されていたが、主演

の井上真央さんはよい女優だと思うようになった。来年の大河ドラマは脚本が三谷幸

喜さんということもあり、楽しみにしている。 

 

○  ８月１５日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「山極壽一×関野吉

晴～ゴリラから見たヒト 旅から見た日本人」を見た。ゴリラなど霊長類の生態を研

究している山極さんと、人類の足跡をたどる旅を続けてきた関野さんが、現代人の生

き方について語り合っていた。人間らしさとは「待つこと」と「諦めないこと」だと

いう話があった。二人は現代人が「待たなくなっている」「諦めている」と指摘し、

人間的な本質を失いつつあるのではないかと話していたが大変共感した。１１月１４

日(土)のＥＴＶ特集 戦後７０年企画「ドナルド・キーンの日本 前編 日本文学を

世界へ」、および、１１月２１日(土)のＥＴＶ特集 戦後７０年企画「ドナルド・キ

ーンの日本 後編 日本人とは何者なのか」では、谷崎潤一郎が戦争中、出版できな

いことを知りながら「細雪」を書き続けていたことが紹介されていた。「細雪」の世

界には日本情緒があふれ、こまやかな情感に富んだ時間がゆっくりと流れている。谷

崎はそうした世界を描くことで、戦争へと向かう慌ただしい世の中の勢いに抵抗しよ

うとしていた。人間には深く考えてゆっくりと歩みを進めるこうした時間が、大変重

要だと感じた。１２月１８日(金)の「山田洋次×美輪明宏×二宮和也 未来のために」

（総合 後 10:00～10:49）では、美輪さんが、戦時中人間がどれほどばかげたことや

品のないことを行ったかを語っていた。これらの番組から、穏やかな息づかいを保ち

ながらゆっくりと歩む時間を取り戻す必要がある、という大切なメッセージをいただ

いた。 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２７年１１月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

１１月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１６日(月)、ＮＨＫ松山放送局において、

７人の委員が出席して開かれた。 

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

続いて、１２月の番組編成、放送番組モニター報告および視聴者意向についてそれぞれ

説明があった。そのあと事前に視聴してもらった、しこく戦後７０年「四国を変えた“夢

の架け橋”」と放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議は終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  大塚 岩男  （（株）伊予銀行頭取） 

副委員長  松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員  坂田 千代子（株式会社あわわ会長） 

田坂 實  （越智今治農業協同組合経営管理委員会会長） 

松島 裕彦 （四国旅客鉄道株式会社常務取締役） 

村田 明広 （徳島大学大学院 ｿｼｵ･ｱｰﾂ･ｱﾝﾄﾞ･ｻｲｴﾝｽ研究部 教授） 

森本 道義 （日本ＪＣシニア・クラブ 高知ブロック担当世話人） 

 

（主な発言） 

 

＜しこく戦後７０年「四国を変えた“夢の架け橋”」 

（総合 １１月６日(金)）について＞ 

 

○   本四架橋を四国の人々がどれほど強く待ち望んだのか、また橋が人々の暮らしをど

のように変えたのか、大変よく理解できた。最初に架かった瀬戸大橋に、今治－尾道

を結ぶしまなみ海道ルート、鳴門－神戸ルートも合わせた「四国３橋時代」に入って

からは、さまざまな可能性が広がったことも理解できた。番組では本四架橋の影響に

ついて、香川県のレタス農家や広島県の血液センターの事例を紹介していたが、架橋

前後の変化についてはもっと詳しく教えてほしかった。取り上げられた事例はどれも

興味深く、それぞれをより深く知りたいと思ったので、４３分という番組時間を考え

ると、もう少し項目を絞ってもよかったと思う。「夢の架け橋」という番組タイトル

に合わせ、「橋が架かってかなった夢」というテーマで取材対象を限定してもよかっ

たのではないか。過去から未来へとつなげていく構成は見やすく、当時を振り返る貴

重な映像で改めて歴史を感じることができた。また、ダイナミックな空撮による瀬戸

大橋の映像は、四国と本州をつなぐ「夢の架け橋」と呼ぶにふさわしいものだった。

瀬戸大橋の建設については、橋の構造がイラストでわかりやすく説明されていた。建
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設従事者のインタビューも交えることで、ハード面だけでなく関係者の熱い思いも知

ることができた。音楽について、「しこく戦後７０年」シリーズに使われるテーマ音

楽「永遠の山河」はどんな映像ともよく合い、今回も大変感動的だった。 

 

○  「夢の架け橋」が完成するまでの技術的な苦労や、橋が出来たあとの四国の変化に

焦点を当てた番組で、懐かしく見ることができた。瀬戸大橋建設の苦労話や、ケーブ

ルを固定する構造体の内部は空洞が多いことなど、初めて知ることも多かった。ただ

タイトルに「四国を変えた」ということばを入れたのだから、もっと架橋による変化

に絞って番組を構成してほしいと思った。変化の事例として、香川県のレタス農家を

取材していたが、物流がどう変わったのか数字でも示してほしかった。本四架橋につ

いては通行量から、３つも作る必要はないと言われていたと思う。それが今どのよう

な現状なのかも教えてほしかった。瀬戸大橋架橋が動き出すきっかけとして、昭和３

０年に高松と宇野を結ぶ連絡船が沈没した紫雲丸事故が紹介されていた。この事故で

は児童・生徒だけで１００人が亡くなっている。高知市立南海中学校以外にも、修学

旅行中で犠牲者が出た学校は３校あり、それらの学校についても言及すべきだったと

思う。また、しまなみ海道をサイクリストの聖地として取り上げていたが、自転車の

ために橋を作ったわけではないと思う。偏った紹介だと感じた。本四架橋については、

四国の優秀な学生や労働者が近畿・中国地方に流出したり、犯罪者が四国に来やすく

なったりする負の側面も取りざたされていたと思う。このあたりも検証してほしかっ

た。全体を通じて瀬戸大橋を中心とした内容なのにもかかわらず、無理に３橋を扱お

うとして、やや中途半端な番組になっていたと感じた。 

 

○  「四国を変えた“夢の架け橋”」という番組タイトルから、３架橋をまんべんなく

取り上げると思っていた。それが瀬戸大橋中心なのに違和感をおぼえ、４３分の放送

時間が長く感じられた。せめて番組冒頭に地図で３架橋のルートを示し、「今回は瀬

戸大橋に焦点を当てる」と言っていたらまだ納得できたと思う。この内容ならタイト

ルは「瀬戸大橋 架橋の物語」としたほうがよかった。また、架橋によって地元商店

街や企業、観光客の動きや、若者たちの消費活動にどんな変化が生じたのか、納得の

いく報告がなかった。経済の視点で考えると、架橋がもたらしたのは良いものばかり

ではなかったと思う。それを創意工夫で少しでも良くしようと努力している、四国の

企業や商店にもスポットを当ててほしかった。 

 

○  昭和３０年の紫雲丸事故について、事故が瀬戸大橋建設の機運を一気に高めたこと

や、助かった乗客の方が悲しい記憶とともに生きてきたこと、南海中学校で今も事故

に関する展示や月命日の祈りが続けられていることなど、よく取材されていてよかっ

た。瀬戸大橋に関しては、建設時のケーブルの揺れや、昔ながらの「水盛り管」を使
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った水平の計測、うどんで作った瀬戸大橋による東京でのＰＲ活動など、初めて知る

ことが多かったが、丁寧な説明でよくわかった。意外と知られていない、鉄道部分に

新幹線用のスペースが設けられていることも、きちんと紹介されていてよかったと思

う。架橋前後の変化の例としては、香川県のレタス農家や、広島県の血液センターに

よる血液管理システムが紹介されていた。架橋によって爆発的に伸びた四国の観光に

ついても取り上げてほしかったが、４３分では時間が足りないのだろう。このシリー

ズ「しこく戦後７０年」の番組は、取り上げる県のバランスに配慮して制作している

と思う。ただ今回は「瀬戸大橋を中心にする」ときちんと前置きして番組を構成した

ら、取材対象が絞られ、もっと見やすいものになっただろうと感じた。 

 

○  「夢の架け橋」と言われた瀬戸大橋を中心に、本四架橋の過去から現在までのさま

ざまな証言がわかりやすくまとめられていて、じっくりと見ることができた。昭和３

０年の紫雲丸事故から始まって「今もその犠牲者を忘れないように」というメッセー

ジで終わる構成も、番組全体を引き締めていた。未来への明るい展望をなんとなく示

して終わる、ありがちな構成でないところに共感した。紫雲丸に乗っていた谷脇冨貴

さんが、助かったことに長い間罪悪感を抱いていたということは、特に印象に残った。

気になったのは「瀬戸大橋が完成して広島県の血液センターに血液が集められるよう

になった」という紹介について。一か所に集めることが逆にリスクにならないのだろ

うかと感じた。また、架橋技術の進化や架橋後の経済発展など前向きな話題は丁寧に

説明していたのに対して、橋からの人口流出というマイナス面には詳しく触れておら

ず、しまなみ海道のサイクリストの話題で番組を明るい方向に導こうとしている印象

を受けた。１つの番組ですべての問題を取り上げるのは不可能で、今回のような構成

もやむを得ないとは思う。その分、視聴する側に多様な角度から番組を見る姿勢が求

められていると感じた。また番組中、出演者が「外タレ」ということばを使っていた

が、番組全体が丁寧に作られているだけに不快に感じた。 

 

○  今は当たり前になっている四国と本州を結ぶ橋について、完成までの経緯や完成後

の暮らしへの影響がよく描かれていた。瀬戸大橋の橋桁を支えるアンカレイジが、四

国の人口 400 万人全員で引っ張るほどの力を受けとめていることなど、初めて知る事

実も多く驚かされた。前例のない巨大な斜張橋建設に、最新技術と同時に昔ながらの

大工の技が使われていたことも上手に伝えていた。橋の開通により変化した通勤・通

学や農産物販売、医療の充実を紹介するパートもよかった。ただ、出演者のトークの

舞台となった瀬戸大橋記念館が、どんな場所なのかはきちんと教えてほしかった。紫

雲丸事故に遭った谷脇さんのシーンでは、事故の事実を紹介する前半と、谷脇さんが

心に負った傷や未来への思いを語る後半との対比が印象に残った。谷脇さんの話や、

南海中学校の展示室や祈りをささげる在校生の様子から、事故ときちんと向き合うに
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は長い時間が必要なこともわかった。映像的には、瀬戸大橋展望台からの風景をはじ

め、番組全体を通じて瀬戸内海の美しさを堪能できた。番組の音声について、音量が

一部不安定に聞こえ気になった。 

 

○  四国の戦後最大の出来事の一つと言える３架橋について取り上げた番組というこ

とで、非常に興味深く視聴した。番組の構成は、紫雲丸事故、瀬戸大橋建設の技術面、

通学や暮らしの変化、農作物流通の変化による経済的影響、観光の変化等を、ポイン

トを押さえ順に紹介していくものだったが、それぞれの項目については、今後さらに

詳しく取り上げてほしいと思った。瀬戸大橋の建設では、最先端の技術に加え現場の

知恵が取り入れられていたことに感銘を受けた。また整備担当者の「日々の修理で２

００年先までつなぐ」ということばを非常に頼もしく聞いた。しまなみ海道のパート

では、サイクリングや観光で訪れた人に触発され、地元の人がふるさとの魅力を初め

て認識して動き出している現状を上手に紹介していた。この「外からの視点を生かし

た活性化」は地方再生のヒントになると思う。また、広島県の血液センターによる血

液管理システムのパートでは、広域連携の必要性を痛感した。このようにＮＨＫの番

組などを通じて、地域が刺激されることはすばらしく、ありがたいことだと感じた。

ただ番組全体では、架橋のプラス効果の紹介が目出ち、関西など大商圏へのストロー

効果といったマイナス面についての検証が乏しく、物足りなさも感じた。 

 

○  紫雲丸事故が機運となり、瀬戸大橋の着工が進められたことを初めて知った。谷脇

さんの「生きているのか、死んでいるのか、死体もいれば、自分もいる」ということ

ばからは、悲惨な事故の現実がストレートに伝わってきて、沈没した船の写真と相ま

って衝撃を受けた。岡山県に住む谷脇さんが、完成した瀬戸大橋を渡って四国遍路に

出て罪悪感を癒し、孫に事故の話を伝えていることや、南海中学校の展示室や月命日

の祈りの様子には感動した。橋の開通による生活や意識の変化も、香川県のレタス農

家や広島県の血液センターの管理システムを紹介することでうまく伝えていたと思

う。このシステムで手術の先送りが解消され、適切な治療が可能になったという。ま

さに「命をつなぐ架け橋」だと思った。橋桁の建設の時、水平をはかるのに水盛り管

を使ったというのは意外だったが、模型を使った説明でそのやり方などよく理解でき

た。また、瀬戸大橋に将来新幹線が通れるスペースがあることを初めて知り驚いた。

普段見ることのできない橋桁の上、地上４０メートルからの絶景も素晴らしかった。

今回改めて、橋が多くの人の力、知恵、技術を集めて完成し、利用者に幸せや生きが

いをもたらしていることがわかった。まさに「夢の懸け橋」であり、番組内容にぴっ

たりのタイトルだと思った。 

 

○  四国の戦後７０年を語るとき、３架橋は避けて通れないテーマだと思う。瀬戸大橋
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を中心にした内容だったが、紫雲丸事故から架橋の過程を振り返り、橋がもたらした

ものを多方面から考える番組だった。引退した宇高連絡船や船中のうどんの映像は、

経験者には忘れられない懐かしいものだった。紫雲丸事故については、事故を経験し

た谷脇さんの証言や、当時の写真・映像を駆使して生々しく伝えていた。事故の記憶

をよみがえらせながら、架橋のきっかけを伝える効果的な構成だったと思う。建設過

程の紹介では、この仕事に人生をかけ転職までしたという大田亨さんのインタビュー

や、知恵と工夫で難工事を切り抜けた技術者と職人の姿が感動的だった。ケーブルを

固定する巨大なアンカレイジは、四国の人口４００万人全員で引っ張るほどの力を受

けとめているという。また、最新技術を駆使した難工事の中、橋桁の水平は、明治か

らの大工の技を生かした水盛り管ではかったという。いずれの紹介も、視聴者の好奇

心を高める演出などの工夫でわかりやすかった。３橋時代がもたらしたものについて

のパートは、具体的事例の丁寧な解説に説得力があった。番組終盤の、谷脇さんの再

登場や、南海中学校の展示室や月命日のお祈り、瀬戸大橋の日々の補修点検の紹介は、

構成として必要なのか疑問に感じた。ゲストの作曲家・吉川洋一郎さんの「瀬戸大橋

という夢は具現化して今、目の前にある。これからも夢を具現化していける世の中で

あってほしい」というコメントを、締めくくりにしてよかったと思う。 

 

○  瀬戸大橋が与えた影響をマクロとミクロ、両方の視点からとらえた理解しやすい番

組だった。建設の際のケーブルの謎の揺れや、橋桁を水平に保つ技術の説明は、イラ

スト等の使用でわかりやすかった。司会のアナウンサーは橋の構造や建築技術などを

よく勉強していたと思うが、専門家の解説があればさらによかった。整備担当者は

「日々の補修等で瀬戸大橋を２００年先までもたせる」と話していたが、どんな補修

をするのかを具体的に教えてほしかった。南海中学校の紫雲丸事故の悲劇を風化させ

ない取り組みを紹介していたのはよかったと思う。ゲストの１人が「外タレ」という

言葉を使っていたが、テロップで「外国人タレント」と補っていたものの違和感を覚

えた。また四国３橋時代というコーナーがあったにもかかわらず、しまなみ海道、鳴

門－神戸ルートについてはほとんど紹介がなかった。これらについても今後取り上げ、

特長の違いなどを紹介してほしい。架橋という一大事業には光と影があるはずだ。こ

の番組で、物流革命、交流人口拡大、地元の魅力再発見など「光」については理解で

きたが、工事費用や地元の負担、海運業界への影響など「影」の部分にも目を向けて

ほしかった。架橋決定に至るまで尽力した人たちの議論や政治判断についても、しっ

かり伝えてほしかった。 

 

○  瀬戸大橋が農業や産業はもちろん、医療にまで発展と利益をもたらしたことを知り、

その魅力やすごさ、存在意義に改めて思いを致すことができた。宇高連絡船の紹介で

は、ナレーションの「列車がそのまま乗り込む船」という意味がきちんとわかる映像
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を見せてほしかった。橋の構造の紹介では、当時の技術者の悩みと創意工夫を模型な

どを使って丁寧に説明していてわかりやすかった。また当時の最新技術に加え、昔か

らの大工道具や建築手法を用いた「匠の技」が生かされていたことを知り、瀬戸大橋

は世界に誇れる日本の宝だと感心した。しまなみ海道の紹介では、橋を通ってやって

くる多くのサイクリストが、島の活性化をもたらすのはもちろん、地元住民が島の魅

力に気づくきっかけになっていることがわかり、橋の重要な役目を再認識した。紫雲

丸事故のことはこの番組で初めて知った。事故に遭った谷脇さんが、生き残った罪悪

感やざんげの気持ちを抱えて瀬戸大橋を通りお遍路をしている話や、孫に事故の経験

を話して命の尊さを伝えているという話には、大変感動した。南海中学校で犠牲者の

写真などが展示され月命日に祈りを捧げていることも、生徒たちが命の重さを考え、

日々への感謝を新たにするよい契機になっているだろうと感じた。今後も橋の建設過

程や苦労話などさまざまなエピソードを、さらに深く掘り下げた番組を見てみたいと

思った。 

 

 

 

（ＮＨＫ側） 

 戦後７０年の歩みを振り返りながら、その成果を未来へとつなぐ自

信を、四国の人が持てるような番組を目指した。橋ができたことのマ

イナス面が描かれていないという指摘があった。四国のＮＨＫではこ

れまで架橋１０年、２０年という節目に、負の側面を描いた番組を制

作している。今回は橋を生かした前向きな取り組みや頑張っている人

を紹介したが、一つ一つのエピソードにもう少し負の面を盛り込むこ

とはできたと思う。瀬戸大橋中心の内容だったという意見もいただい

たが、「瀬戸大橋だけでなく３つの橋が架かったことによる変化」と

いう視点で制作したつもりだ。ただ３つのルートの特色など、もう少

し工夫して紹介すればよかったと思う。紫雲丸事故で犠牲者が出たほ

かの学校も取り上げるべきだという意見があった。事故で修学旅行の

生徒が亡くなった学校は４つあり、そのうち２校が四国の学校だった。

高知市の南海中学校では展示室が最近できて、月命日には朝礼で祈り

を捧げており、未来につながる動きと考え紹介した。 

今回制作に当たって、懐かしい映像や思い出の場面をふんだんに盛

り込んだ、四国の人々の記憶に訴える番組にしたいと考えた。ＮＨＫ

では、架橋１０年、２０年という節目に、課題を検証する番組を制作

してきたが、今回は戦後の７０年を振り返るという趣旨から、あえて

多彩な話題を取り上げた。一つ一つの内容の掘り下げが足りないとい
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う指摘をいただいた。当事者の気持ちの変化などもう少しきめ細かく

伝えていれば、より深く視聴者の心に届く番組になったのではと感じ

ている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  連続テレビ小説「あさが来た」は、ヒロイン・白岡あさのかわいい笑顔や「びっく

りポン」ということばに心癒やされ、彼女のあきらめない根性と探究心にやる気をも

らいながら毎日楽しく視聴している。ＡＫＢ４８が歌う主題歌「３６５日の紙飛行機」

も番組にぴったりで、歌からも元気をいただいている。働こうとしない炭鉱夫たちに

あさが相撲を挑んで勝利し、結局働かせてしまったシーンがあったが、女性が活躍し

ている今の世の中を象徴しているようにも感じた。今後の展開を楽しみにしている。 

 

○  ドラマ１０「デザイナーベイビー～速水刑事、産休前の難事件～」は、受精卵を遺

伝子操作して理想的な子供をつくるという、最前線の生殖医療の問題にスポットを当

てたドラマだ。主人公は妊娠８か月の女性で、妊婦と母親、それぞれの心理を抱えて

奮闘する姿に、母親のたくましさが光っていた。身重な体でハードに動くという設定

には、やや無理があったとは思うが、豪華なキャストの演技力と巧みな演出で、出演

者全員が最後の最後まで怪しく見え、ストーリーが進むにつれ期待が膨らむ見応えあ

るドラマだった。今度はドラマではなく、生殖医療の実際の現場を取り上げた番組を

見たいと思った。 

 

○  「ＮＨＫ映像ファイル あの人に会いたい」では、各界で活躍した著名人の貴重な

インタビューを聞くことができる。どの人の話も大変ためになるすばらしい番組だと

思う。土曜日の早朝に放送しているが、もっと見やすい時間にも放送があれば、より

多くの視聴者に見てもらえると思う。 

 

○  １０月２３日(金)の四国羅針盤「広がるＣｔｏＣ～変わる消費の現場～」を見た。

結婚して会社を辞めた女性が子育てを終えた後職場復帰するのが難しいことなど、男

性中心の社会が女性のＣｔｏＣ（一般消費者同士の個人間取引）を増やす原因である

ことがよくわかった。ＣｔｏＣの人気の秘密は、個性的で温かみのある、消費者のニ

ーズに合った商品を、生産者の顔が見えるかたちで販売しているからだと納得できた。

インターネットなどを通じて個人が世界とつながることで、地方でも活躍できる可能

性が高くなった。ＣｔｏＣによって生きがいを得られる人が、今後地方でも増えてい

ってほしいと思った。 
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○  １０月３０日(金)のしこく戦後７０年「ミルクを飲ませたあの日から～森永ヒ素ミ

飲んだ被害者が、重い後遺症と闘いながら６０歳を過ぎてもたくましく生きているこ

とや、ヒ素が入っていることを知らずに子どもにミルクを飲ませてしまった母親が今

も苦しみ続けていることを伝えていた。事件はまだ終わっていないことがよくわかっ

たし、この事件の真実を今後も後世に伝えていってほしいと思う。 

 

○  １１月４日(水)の「とく６徳島」では、視覚障害者の山橋衛二さんが盲導犬のヴァ

ルデス号と一緒に、大型トラックにひかれて亡くなったことを伝えていた。山橋さん

と交流のあった視覚障害者の方が、事故を風化させないよう、また盲導犬に対する理

解を深めてほしいと、学校などで話をしている様子も紹介された。今回のような事故

を防ぐため行われている徳島県内の取り組みを、今後全国にも発信していってほしい。 

 

○  １１月５日(木)の「新天地に挑んだ日本人～日本・ブラジル１２０年～」（総合 後

10:00～10:49）には感動した。１９２７年にブラジルに渡った大原治雄さんは「子ど

もの教育にはお金をできるだけかける」というポリシーを持ち、与えられた境遇を受

け入れ「まかれた種に感謝する」思いで、貧しいながらも懸命に働き続けた。こうし

た日本人のまじめさや勤勉さは、ブラジルで尊敬を集めていることも紹介されていた。

日本人の美徳としてこれからも守り継いでいくべきだと感じた。 

 

○  １１月６日(金)

の力～」を視聴した。助産師の山本文子さんが命の大切さについて語りかけるストレ

ートで本気のことばは、強烈に響くものだった。このようなすばらしい人が四国にい

ることを知ることができよかったし、人生において何が一番大切なのかを改めて考え

させられた。「親学」ということばがあるが、今の若い世代が親になるための学習を

する機会は十分にないと思う。番組では、子どもとうまくコミュニケーションできな

い親と、ストレートに語りかける山本さんとが好対照となっていて引き込まれた。山

本さんは助産院をデイサービスと一緒に運営している。赤ちゃんとお年寄りが触れ合

える、幅広い世代が集う場にしたいという思いからだという。少子高齢化が進み、子

どもを産んで育てるにも苦労が多い今、このような施設について四国でもきちんと考

えていく必要があると感じた。 

 

○  １１月１３日(金)

潮流」では、瀬戸内海の伯方島で、祖母の家に外国人観光客を宿泊させている女性を

紹介していた。外国人が日本の日常の暮らしに魅力を感じ、その様子を見て日本人の

側もふるさとの良さに気づかされる。この構図は大変興味深く、地域活性化のヒント
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になると思った。また、外国人観光客に特技の習字を教えて喜ばれているケースも紹

介されていた。このような新しい観光のあり方が、日本を深く知ってもらうきっかけ

になることもよくわかった。こうした観光が四国の新たな魅力発信につながるとは思

うものの、一般個人が継続的に宿泊先を提供するのは難しいとも思う。行政などの経

済的バックアップも必要だろうと感じた。 

 

○  １１月１３日(金)

潮流」では、外国人観光客のニーズが多様化して、観光名所を巡るだけでは飽き足ら

ず、地元の人との交流を求めていることがよくわかった。データによると四国はほか

の地域と比べて、まだまだ外国人観光客を呼び込めていない。ただ、日々の暮らしの

魅力をＰＲすることが、観光客増加につながる可能性があることもわかった。四国な

らではの視点を大事にした、視聴者にも気づきを与えるよい番組だった。 

 

○  １１月１４日(土)・１５日（日）のＮＨＫスペシャル シリーズ認知症革命「第１

回 ついにわかった！ 予防への道」「第２回 最後まで、その人らしく」を興味深

く視聴した。軽度認知障害（ＭＣＩ）のことを初めて知ったし、歩行動作の分析で障

害の程度がおおよそ把握できることには驚いた。認知症対策としては、人口１３万人

の静岡県富士宮市の取り組みが紹介されていた。認知症の人を社会から隔離するので

はなく、今まで通りの生活ができるよう支援するもので、市の人口の約９％がサポー

ターとなって活動しているという。今後の社会のあり方や可能性について考えさせら

れる、非常に意義のある紹介だったと思う。このシリーズは今後も続くので、楽しみ

にしている。 

 

○  ＮＨＫは放送に限らず、出版など幅広い分野で事業を展開しており、ホームページ

にも番組などの膨大な情報が掲載されている。ＮＨＫがこれほど豊富で多様なコンテ

ンツを発信していることを、知らない視聴者も多いのではないか。視聴者の好みに合

った番組を紹介してくれるような、利便性の高いシステムがあればよいのにと感じて

いる。 

 

 

 

（ＮＨＫ側） 

 視聴者の好みに合う番組を紹介するシステムはいくつかあり、ＮＨ

Ｋネットクラブの会員に提供している「番組表ウォッチ！」というサ

ービスもそのひとつだ。番組名や出演者名、キーワードを登録してお

くと、この先１週間の番組から該当するものを検索して放送予定が通
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知される。また、見たい健康番組についてお知らせする「マイ健康」

というサービスもある。いただいたご意見も参考にして、今後も視聴

者サービスを充実させていきたい。 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２７年１０月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

１０月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１９日(月)、ＮＨＫ松山放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、１１月の番組編成、放送番組モニター報告および視聴者意向につい

てそれぞれ説明があった。そのあと事前に視聴してもらった、「ＮＨＫしこく戦後７０年

コンサート～四国あのとき、あの歌～」と放送番組一般について活発に意見の交換を行

い、会議は終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  大塚 岩男  （（株）伊予銀行頭取） 

副委員長  松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員  宅間 一之 （高知県立歴史民俗資料館顧問） 

田坂 實  （越智今治農業協同組合経営管理委員会会長） 

長井 基裕 （愛媛新聞編集局長） 

松島 裕彦 （四国旅客鉄道株式会社常務取締役） 

真弓 絵里子（介護老人保健施設「まゆみの里」施設長） 

村田 明広 （徳島大学大学院 ｿｼｵ･ｱｰﾂ･ｱﾝﾄﾞ･ｻｲｴﾝｽ研究部 教授） 

森本 道義 （日本ＪＣシニア・クラブ 高知ブロック担当世話人） 

 

（主な発言） 

 

＜ＮＨＫしこく戦後７０年コンサート～四国あのとき、あの歌～ 

（総合 ９月２５日(金)）について＞ 

 

○   四国ゆかりの歌と歌手の競演に戦後７０年の歴史が織り込まれた大変内容豊かな

番組で、飽きることなく楽しく懐かしく見ることができた。ただ番組冒頭の歌のうち

「南国土佐を後にして｣については、歌が生まれたエピソードがきちんと紹介された

のに、｢瀬戸の花嫁｣で紹介されたのは視聴者の声だけで、胸を打つものが少なかった。

「来島海峡」や「足摺岬」などの歌では、会場のスクリーンに映し出された四国の雄

大で美しい風景と、歌手の歌声が見事にマッチして迫力があった。高知で幼少期を過

ごしたやなせたかしさんが平和への願いを込めて作詞した「アンパンマン」、愛媛の

人々の心の歌として愛されている｢この街で｣、また戦後の徳島で焼け跡からの復興の

支えとなった阿波おどりの熱演には、感慨を新たにした人も多かったと思う。番組後

半は四国の歩みを「終戦から復興期」「高度成長期」「昭和の終わりから平成期」の

３つに分け、映像で歴史を振り返りながら当時ヒットした歌でつづる進行だった。大
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変懐かしく心躍る内容で、最後を飾った秋川雅史さんの「千の風になって」は、フィ

ナーレにふさわしい熱唱だった。この番組の放送前日には、松山放送局が制作した

1997 年放送の番組｢四国の歌の物語｣が特別に編成されていた。愛媛出身の人気歌

手・松山恵子さんの逸話や曲の誕生秘話が紹介されたが、感動的なエピソード満載で

胸に迫るものがあった。この戦後７０年コンサートでも、こうした心を打つ物語を盛

り込む工夫がもう少しあれば、一層重みと感動があったのではないかと思った。 

 

○  昔はやった歌を聞いて当時の思い出が鮮やかによみがえることがある。この番組は

戦後７０年間の四国ゆかりの歌を、当時のトピックを交えて紹介する、歴史回顧の新

しい手法だと感じた。個人的には「南国土佐を後にして」が生まれた経緯を初めて知

ることができ、大変勉強になった。この歌のバックダンスとして高知のよさこいが踊

られていたが、よさこいは高知の戦後復興の中で生まれた踊りであり、独立して取り

上げてほしかった。番組後半は、四国の戦後の復興から今日までの歩みが歌と映像で

わかりやすく構成されていて大変よかった。また歌の誕生秘話や歌手の思いを聞くこ

とで、より深く歌を楽しむことができた。ただ戦後７０年ということで昔の歌が多く、

半分ぐらいは知らない曲でやや退屈さを感じた。有名でない歌ほどエピソードを交え

て紹介した方が興味は湧いたと思う。エンディングで「故郷」を観客も一緒に歌って

いたが、歌詞を会場のスクリーンに映していたらさらに盛り上がっただろうと感じた。 

 

○  四国ゆかりの懐かしい歌を存分に味わえる、年配の視聴者にはこたえられない番組

だったと思う。冒頭の「瀬戸の花嫁」と「南国土佐を後にして」はどちらも大ヒット

曲で、本人の歌唱ということもあり引きこまれて聞いた。「南国土佐を後にして」が

生まれた経緯を初めて知ったし、ペギー葉山さんが以前と変わらず元気に歌っていた

のには驚いた。その後の「来島海峡」「足摺岬」などのご当地ソングは残念ながら知

らない曲ばかりだった。「アンパンマンのマーチ」は、アニメ番組を子どもとよく見

ていたので、懐かしく聞くことができた。やなせたかしさんのインタビューを挿入し

ていたが、四国向けの番組でもあり、高知県香美市にあるアンパンマンミュージアム

の映像も入れた方がよかったと思う。高知県出身の円広志さんの「夢想花」は、ぜひ

本人に歌ってほしかった。また平成のエピソードとして、高知競馬場で１００連敗し

たハルウララを紹介していたが、この番組で取り上げる必然性を感じなかった。選曲

では、松山が舞台の連続テレビ小説「おはなはん」のテーマソングと徳島県出身のア

ンジェラ・アキさんの「手紙」はぜひ入れてほしかった。広く親しまれた「おはなは

ん」はもちろん、「手紙」も「みんなのうた」で紹介され、ＮＨＫ合唱コンクールの

課題曲にもなった曲だ。本人が歌うのは無理でも、子どもたちの合唱で聞かせてほし

かった。 

 



3 

○  番組のオープニング、ＮＨＫらしく全出演者が一堂に会して一人ずつ紹介される演

出に、期待が一気にふくらんだ。一曲目の「瀬戸の花嫁」は高松駅の列車発着時にも

流れる、四国の人間なら誰もが知っている名曲だと思う。見ていた子供ともども大い

に盛り上がった。「南国土佐を後にして」は、小学生のころ高知のバスガイドが歌っ

ていたのを思い出し、大変懐かしかった。この曲の誕生秘話がかつての映像を交えて

紹介されたが、元歌を戦地で歌ったという渡辺盛男さんのインタビューもあって、歌

詞の重みをより深く感じることができた。ペギー葉山さんの年齢を感じさせない歌声

には聞き入ったし、よさこいのステージは踊りも衣装も華やかでよかった。やなせさ

んの「アンパンマンのマーチ」はまさかの選曲で驚いたが、やなせさんがアンパンマ

ンに込めたメッセージを確認できたし、子どもたちにも元気と勇気が届いただろうと

思った。松山ゆかりの「この街で」については、詩のモチーフを書いた桂綾子さんが

登場して、「この街でおばあちゃんになりたい！」と書いた時の想いが紹介されたり、

地元サッカーチーム愛媛ＦＣの応援歌として、また高齢者サロンでも歌われるなど、

さまざまな世代や場面で歌い継がれていることがわかり感銘を受けた。徳島の阿波お

どりのステージも見事な迫力だった。「東京ブギウギ」や「夜霧のブルース」は、一

緒に見ていた祖母や団塊の世代である両親には懐かしくうれしい選曲だったようだ。

「夢想花」や平成の曲は耳になじみがあり、家族で口ずさみながら楽しめた。特に「Ｔ

ＯＭＯＲＲＯＷ」は、地元愛媛大学の合唱団とのコラボレーションが新鮮だった。最

後に、出演者と観客がひとつになって合唱する「故郷」を聴きながら、戦後の人々を

支えた歌の力とふるさとの大切さを感じることができた。全体を通して、歌の時代背

景がわかりやすく紹介され、さまざまな世代が楽しめて家族で盛り上がれる番組だっ

た。全国放送にしてもらえば、また楽しめるのではないかと思う。 

 

○  今回のようにタイトルに「しこく」と入っている番組は、制作者が四国４県をなる

べく均等に取り上げようと苦慮しているさまを感じてしまう。この番組では香川県の

歌や話題が若干少ないと感じたが、そうしたバランスへの配慮が番組をやや窮屈にし

ているのではないか。視聴者はそこまで狭量ではないと思う。バランスも大切だろう

が、割り切って制作すればもう少しとがったおもしろい番組になったのではないだろ

うか。「南国土佐を後にして」の元歌が生まれた戦時中の話は、大変興味深かった。

この話題を掘り下げれば一曲の歌をテーマにした歴史ドキュメンタリーができると

思ったし、ぜひ見てみたいと思った。歌については、現役の歌手と昔現役の方とで、

歌唱力が明らかに違っていたのは残念だった。 

 

○  「四国の戦後７０年を歌とともに振り返る」という番組のコンセプト通りの内容豊

富な番組だった。華やかなステージでのコンサートと、合間にＶＴＲで紹介される戦

後７０年の出来事とが相まって、それぞれの時代に豊かに思いをはせることができた。
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コンサートは、曲目も出演者も幅広い世代の関心を集められるよう工夫されていた。

ペギー葉山さんの声が伸びやかなのにも驚いた。阿波おどりや愛媛大学合唱団など地

元の人々の出演も随所に織り交ぜ、全体が見事に計画されていたと思う。一方で、丁

寧に完璧に作り上げられたことが、かえって予定調和的に思われ、うきうきした期待

感を持つことができなかった。最後に「故郷」を全員で歌うのもやっぱりという感じ

で、むしろ懐古主義的な印象を受けた。「この街で」は松山で生まれた歌だが、時代

や地域を問わず共感できる内容で、「故郷」よりは最後にこの歌をもう１度歌った方

が、戦後７０年に続く未来につながるメッセージを打ち出せたのではないか。女性司

会者が下を向くことが多かったのは大変気になった。 

 

○  四国ゆかりの名曲で戦後を振り返る番組で、歌の誕生秘話を交えながら、平和を願

うメッセージも伝えていたと思う。「歌は人のそばにあり、生きる力を与える」とい

う制作者の思いが伝わってくる内容だった。「故郷への思い」「歌でつづる四国の風

景」などパートを分けた構成も的確だった。企画から、選曲、キャスティング、そし

てコンサートにこぎつけるまでの苦労が伺えそれが実った番組だったと思う。「南国

土佐を後にして」は、元歌が日中戦争で中国に派遣された兵士がふるさと高知を懐か

しみ歌ったものだと知り、心の奥底を揺さぶる歌の深みが実感できた。「来島海峡」

「足摺岬」などのご当地ソングでは、四国の自然の豊かさを感じることができた。平

和のメッセージという点では、やなせさんの戦争体験から生まれたキャラクター「ア

ンパンマン」のテーマソングに込められた思いに感動した。世界各地で内戦や紛争が

起きている今、争いを収めるヒントがあるのではないかと思った。「この街で」は心

に染み入る歌で、言葉の持つ力が発揮された歌詞だと改めて感じた。また秋川さんの

歌唱力はやはり秀逸だった。女性司会者は力が入り過ぎていたように思ったが、徳田

章アナウンサーは安定した進行で好印象だった。 

 

○  戦後７０年間の四国ゆかりの歌と戦後の出来事を、１時間強で上手にまとめて伝え

ていたと思う。司会者も見事な進行だった。「瀬戸の花嫁」「南国土佐を後にして」

は多くの人が耳にし口ずさんだ名曲で、この二曲からのスタートがまずよかった。

「南国土佐を後にして」のエピソードや、やなせたかしさんのアンパンマン誕生秘話

など、番組を通して戦争の過酷さと平和の尊さを感じることができた。よさこいや阿

波おどりも大変よかったが、特に阿波おどりの女性の洗練されたパフォーマンスには

感動した。「この街で」は愛媛ではよく聞く機会があるが、愛媛ＦＣの入場に使われ

ていたり歌が生まれた経緯については今回初めて知ることができた。後半は、戦後７

０年を３つに区切って歌と映像で振り返る内容だったが、終戦から復興期、高度成長

期、未来に向かっての四国とわかりやすく、当時を思い出しながら懐かしく見た。笠

木シヅ子やディック・ミネの歌は小さいころ聞いた記憶があるが、年を重ねた今は時
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代背景や歌手の思いにも心が行き、別の感じ方で聞くことができた。松山恵子のヒッ

ト曲「お別れ公衆電話」は、石原詢子さんが本人を思い出させるように上手に歌って

くれていた。秋川さんの「千の風になって」はやはり名曲で、紅白歌合戦の最後を見

るようだった。終戦から今に至る人々のたくましいエネルギーを感じるとともに「歴

史に学ぶ」大切さも教えてくれる番組だった。たくさんの歌手が出ていたが、１曲し

か歌わなかった人が何人かいたのは残念だった。 

 

○  四国のＮＨＫが今年度取り組む「しこく戦後７０年」キャンペーンの一番組として、

四国ゆかりの歌や踊りを四国出身あるいはゆかりのある人が歌い踊り、エピソードや

思い出も交えて印象的に仕上がっていた。司会の二人も安定感があったし、愛媛大学

合唱団のコーラスにも地域番組らしさが出ていたと思う。終戦、復興から現在までの

映像に、時代毎の歌をからませての進行は「７０年キャンペーン」らしかった。やな

せさんの戦争体験からの「アンパンマン」の誕生や「この街で」ができたエピソード

には非常に力があり、視聴者を引きつけるものだったと思う。また「この街で」と「千

の風になって」については、詞に関わった新井満さんのすばらしさを再認識できた。

ただ「アンパンマンのマーチ」の歌い手は、四国のバランスを考えて言うわけではな

いが、愛媛のひめきゅんフルーツ缶よりやなせさんゆかりの高知のご当地アイドルが

よかったのではないかと思った。またたくさんの歌手が登場したが、声量が乏しく聴

きづらい人もいて寂しい気分になった。ＮＨＫの歌番組にはしっかりとした技量の歌

手が出演することも大事なのではないかと感じた。 

 

○  四国の戦後７０年の歩みを四国ゆかりの歌手、歌、踊り、貴重な映像や視聴者のお

便りでつづる盛りだくさんの内容で、あっという間の７３分だった。最初の曲は「瀬

戸の花嫁」だったが、視聴者からの心あたたまるエピソードが紹介され、歌詞がより

一層心にしみて聞くことができた。「アンパンマンのマーチ」は子供たちの元気なダ

ンスがよかった。大勢の観客の前でのパフォーマンスは楽しいいい思い出になったと

思う。アンパンマン誕生のエピソードも今回の戦後７０年コンサートにはぴったりだ

った。「この街で」は、桂綾子さんの「恋し、結婚し、母になったこの街で、おばあ

ちゃんになりたい！」という言葉に感動した新井満さんが作詞作曲したというエピソ

ードがすてきで、トワ・エ・モワの二人の優しい柔らかい歌声も心に響いた。戦後の

復興や東京五輪、瀬戸大橋開通など７０年を振り返る映像は、ＮＨＫのアーカイブの

豊富さを感じたし、「東京ブギウギ」「夜霧のブルース」の当時の映像からは、歌手

の表情に復興の勢いを感じることができた。岡本真夜さんの「ＴＯＭＯＲＲＯＷ」は

私自身が勇気づけられた思い出深い曲であり、秋川さんの「千の風になって」は声量

の素晴らしさと迫力に魅了された。司会、歌手、曲、それぞれ見応えがありバランス

も良かった。コンサートを通じて四国の７０年の歩みとすばらしさを再認識できた番
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組だった。 

 

 

 

（ＮＨＫ側） 

 四国のＮＨＫでは今年度キャンペーンとして四国の戦後７０年を見

つめ直す取り組みを行っている。この番組はそれを四国ゆかりの歌を

通じてやってみようという試みだった。歌は時代の記憶、一人一人の

記憶と密接に結びついているもので、多くの方に満足してもらえる選

曲や構成のバランスをどう取るかが悩みどころだった。この番組が戦

後について家族で話すきっかけになればとも考え、さまざまな世代に

少しずつでも訴えるような選曲をした。また「南国土佐を後にして」

のエピソードや子ども向けの「アンパンマンのマーチ」にやなせさん

が込めた思いなど、背景を伝えることで同じ歌でも違って聞こえるよ

う考えて制作した。「おはなはん」のテーマソングやアンジェラ・ア

キさんの「手紙」を聞きたかったという意見は、今後の参考にしたい。

四国４県の取り上げ方についても意見をいただいたが、４県のバラン

スが取れていないと、視聴者の方から必ずといっていいほどご指摘を

いただく。こうした番組ではやはり、各県のバランスは毎回考えてい

かなくてはいけないと思っている。 

今回番組の制作にあたって、一つ一つの歌ができた経緯やどのよう

に受けとめられたかを詳しく取材した。改めて感じたのは、歌という

ものは作者や歌手の人生、歌が生まれ親しまれた時代を色濃く反映す

るということだ。「南国土佐を後にして」の紹介について、好意的な

意見を数多くいただいた。今回、歌の歴史や背景のエピソードをＶＴ

Ｒも交えて紹介することを演出のポイントにすえた。テレビで見る方

も会場で見る方も、歌への理解を深めてもらえたのではないだろうか。

「この街で」という歌は、松山で勤務してから聞く機会が多く、いつ

か番組で取り上げたいと思っていた。「半分ぐらいは知らない曲だっ

た」という意見もいただいたが、その歌を知らない人に歌の魅力をき

ちんと届けて歌を好きになってもらうのも、こうした番組の演出では

大事なことだと常々思っている。四国４県のバランスについては、今

回は番組を作っていて窮屈さや制約を感じなかった。ただ四国向けの

番組では、このバランスの問題を毎回考えて制作に当たっている。 

今回はタイトルに「しこく戦後７０年」と銘打ったこともあり、四

国４県を意識したバランスを考えてしかるべき番組だと思う。好評を
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多くいただいた歌の歴史・背景を紹介するＶＴＲは、入局５年以下の

２０代のディレクターが制作した。若い制作者が昔の映像を丹念にひ

もといて、「平和な今だからこそ、時代毎の名曲を味わいコンサート

を楽しむことができる」というメッセージも込めて作り上げた。単な

る歌番組に留まらず、平和の尊さを若い制作者が伝えたことにも、大

きな意味があったと考えている。 

ひめキュンフルーツ缶は全国デビューしており、四国のご当地アイ

ドルの中では群を抜いた人気と可能性を考えて起用した。 

戦後７０年から次の世代につなぐメッセージがあってもよかったと

いう意見については、過去を振り返ることに留まらず、この先どうす

るべきかを考える内容がもう少しあってもよかったかと思う。ご意見

は次にまた生かしていきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月７日（水）のハートネットＴＶ Ｒｏａｄ ｔｏ Ｒｉｏ「見果てぬゴール

へ～ブラインドサッカー日本代表～」を見た。ピッチを走り回ってボールをさばいて

いく選手たちは、目が不自由とは思えないほどで、リオを目指す熱い思いも紹介され

大変感動した。日本で開かれたアジア大会では、周りの声が頼りの競技だけに、試合

が始まると観客は声を出さず心の中で応援していた。選手たちの必死な姿が、応援す

る人に感動と勇気を与えていた。この番組を通じて、ブラインドサッカーのルールが

わかったし、その魅力も存分に知ることができた。何よりスポーツのすばらしさを教

えてくれた大変よい番組だった。 

 

○  １０月９日(金)の四国羅針盤「“未来の紙”が世界を変える」は、鉄の５倍の強度

と５分の１の軽さをあわせ持つ新素材「セルロースナノファイバー」の特徴と、実用

化や製造コストなどの課題と対策を順に紹介していく構成で、理解しやすかった。一

方で「熱に強い」という特徴を裏付ける説明がなかったのは残念だった。ブラタモリ

は、毎回「気付き」を与えてくれる番組で今後も継続していってほしい。 

 

○  １０月１０日(土)のＮＨＫスペシャル「私が愛する日本人へ～ドナルド・キーン 

文豪との７０年～」では、谷崎純一郎が戦時中に記した「疎開日記」が紹介されてい

た。当面出版できないとわかっている「細雪」を書き続けることで、時代に抗おうと

した文豪の生きざまが印象に残った。番組からキーンさんへの「今、日本人に何を伝

えるべきか」という問いかけに対し「日本人が自分たちの文化の伝統に興味を持てな

いことは、大きな弱点。過去のものの良さを知って、それを自分のものにして特別な
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楽しみを得ることこそ、今の日本人がやるべきことではないか」と言われた言葉には

大変共感した。ドラマパートでキーンさんを演じた川平慈英さんは、話し方や視線な

どが本人と非常によく似ていて、驚くとともに感心した。 

 

○  １０月１０日(土)のＮＨＫスペシャル「私が愛する日本人へ～ドナルド・キーン 

文豪との７０年～」は、ドナルド・キーンさんの日本文学との出会いや、谷崎や川端

康成ら文豪との関わりが、インタビューと再現ドラマで分かりやすく紹介されていた。

ただ三島由紀夫の自決や川端康成の自殺をどう感じたのかなど聞きたいことが多く、

少し物足りなく感じた。 

 

○  １０月１３日(火)の先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）戦国最強オヤジと３人の

息子たち「次世代育成の極意 毛利元就」は、「組織を次世代に引き継ぐには？」と

いう番組のテーマにひかれて視聴した。元就の知恵が再現ドラマや解説でよく分かっ

たし、現代にも通じる発想をたくさん知ることができた。知恵の一つ目「場所で育て

ろ」は、３人の息子の個性を読み取り、それぞれに合った最適の場所で学ばせるとい

うもので、記録や史実を踏まえた上手な紹介に説得力があった。知恵の二つ目「三角

形で組織を支えろ！」では、一致団結の大切さや、三つの家の共同経営で毛利家が成

り立っていたことがよくわかった。４月から二代目の店主を務めている近田雄一アナ

ウンサーは、初代の井上二郎アナウンサーから上手に引き継いでいると思う。ゲスト

について、大手書店グループの工藤恭孝社長の経営方針には学ぶところが多く、中世

史が専門の静岡大学の小和田哲男名誉教授の解説もよかった。ものまねで参加してい

た松村邦彦さんも居酒屋の設定ということで楽しく視聴した。 

 

○  １０月１６日(金)の四国羅針盤「救世主となるか“宝の薬草”～四国発・漢方の可

能性～」では、漢方薬の需要の高まりや、高齢化が進む地域医療の現場で東洋医学の

手法で独自の診療が行われていることが紹介されていて、自然の持つ豊かな力と先人

の知恵に改めて感心させられた。丁寧な取材と、分かりやすい解説・構成でとても興

味深く視聴でき、勉強になった。四国で生産・発信される漢方に大いに期待したいと

思った。 

 

○  １０月１６日(金)のしこく８ ビタきん！「四国四城物語Ｚ」は、６月に放送した

「四国四城物語」の続編ということで興味深く視聴した。冒頭、前回の番組を見た視

聴者の意見「丸亀城と高知城をもっと紹介してほしかった」「徳島城を取り上げてほ

しい」が紹介され、そうした声を受けて作られた番組とわかって非常に好感を持った。

丸亀城と高知城については、城の具体的特徴の紹介や城郭考古学者の千田嘉博さんの

詳しい解説で、十分な知識を得ることができた。徳島城のパートでは、明治まであっ
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た天守の大きさを当時の写真と図面から計算して３ＤＣＧで再現し、今の徳島市の風

景に重ねて紹介していた。大がかりな復元プロジェクトにワクワクさせられた。スタ

ジオには、司会の安部みちこアナウンサーが城が好きか嫌いか、その気持ちを示す特

製の装置「オシロスコープ」が出てきた。番組最後に装置の針が「城が好き」の方に

一気に振れるのはお約束に感じたし、そもそもこの演出が必要だったのかを疑問に感

じた。千田さんと司会の照英さんは前回に続いての起用だったが、２人とも役割を十

分に果たしていたと思う。小学生の城博士・岡拓杜くんも丸亀城のパートで出演して

いたが、知識の深さに改めて感心した。高知城のパートにもぜひ出演してほしかった。 

 

○  １０月１６日(金)のしこく８ ビタきん！「四国四城物語Ｚ」について、丸亀城の

パートには城に詳しい千田さんや岡くんがロケに参加して、特徴を詳しく紹介してい

てよかったが、高知城の説明は彼らの出演もなく中途半端で実に物足りなかった。タ

レントと一般人の女性が重要文化財の城の白壁を触りながら「こんなツルツルしたお

肌になりたい」と言っていたが、不適切だと感じた。 

 

○  １０月１６日(金)の新日本風土記「讃岐」は、リポーターが登場して説明するシー

ンが一切なく、地元の方の作業や語りを、淡々とありのままにカメラが追いかける番

組だった。素材だけで勝負するこうした番組は、派手さはないが粉と水と塩だけで勝

負する讃岐うどんのように、骨太の大変よい番組だと思った。渇水に悩まされ「高松

砂漠」と言われた昭和４０年代の映像もあり、大変興味深く見ることができた。 

 

○  １０月１８日(日)のＮＨＫスペシャル アジア巨大遺跡第２集「黄金の仏塔 祈り

の都～ミャンマー バガン遺跡～」には感動した。古代のミャンマーでは仏教の教え

を基に、富めるものが財産をなげうって施しを行う、格差の少ない社会が成立してい

たという。ミャンマーには軍事政権があったが、本当に「強くある」ということはど

ういうことなのか、人のために自分を捨てられる強さのほうが大事なのではないか、

など深く考えさせられる番組だった。シリーズの今後の回も楽しみにしている。 

 

○  「ＮＨＫ地域づくりアーカイブス」ホームページが開設された。地域の産業や町づ

くりを取り上げたＮＨＫのさまざまな番組を、このように整理して関心ある人に見せ

ていくことは非常に大事だと思う。他の地域の例からヒントやアイデアを得ることが

できる、地域活性化や地方創生にふさわしいホームページだと思うので、地方局制作

の番組もどんどん取り入れていってほしい。 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２７年９月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

９月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１４日(月)、ＮＨＫ松山放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、１０月の番組編成、放送番組モニター報告および視聴者意向につい

てそれぞれ説明があった。続いて、「平成２７年度後半期の国内放送番組の編成」につい

てＮＨＫから説明があり、その後「平成２８年度の番組改定」について、意見交換を行

った。引き続き、しこく戦後７０年「“高校野球王国”の熱闘」を含め、放送番組一般に

ついて活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

副委員長  松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員  佐伯 美香 （松山東雲女子大学・短期大学バレー部コーチ） 

坂田 千代子（株式会社あわわ会長） 

宅間 一之 （高知県立歴史民俗資料館顧問） 

田坂 實  （越智今治農業協同組合経営管理委員会会長） 

長井 基裕 （愛媛新聞編集局長） 

松島 裕彦 （四国旅客鉄道株式会社常務取締役総務部長） 

村田 明広 （徳島大学大学院 ｿｼｵ･ｱｰﾂ･ｱﾝﾄﾞ･ｻｲｴﾝｽ研究部 教授） 

森本 道義 （日本ＪＣシニア・クラブ 高知ブロック担当世話人） 

 

（主な発言） 

 

＜平成２７年度後半期の国内放送番組の編成 

・平成２８年度の番組改定についての意見＞ 

 

○   「総合診療医ドクターＧ」は医療番組の枠を越えて、学生から主体的な意見を引き

出す指導や質問のあり方など、教育面でも考えさせられるところが多い。今後も期待

している。 

 

○  ＢＳ１の番組では、２０２０年の東京オリンピックの競技をはじめさまざまなスポ

ーツやスポーツ選手をとりあげている。選手はモチベーションアップにつながり、番

組を見て学ぶことも多いと思う。今後も多くの選手を紹介してほしい。 

 

○  健康番組をチャンネルを問わずよく見るが、同じ作りのものが多い中「総合診療医

ドクターＧ」は切り口が目新しく、大変おもしろい。「アナザーストーリーズ 運命
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の分岐点」は、タイトルに合わせるため無理やり編集して番組を構成しているように

感じていた。今後に期待したい。 

 

○  大河ドラマ「真田丸」について、作者が三谷幸喜さんであることや出演者の顔ぶれ

を見ても非常に楽しみで、期待している。 

 

○  大河ドラマはＮＨＫにとってまさに看板番組。「真田丸」には大いに期待している。 

 

○  大河ドラマ「真田丸」について、作者が三谷さんだけに楽しい内容になると思う。

「花燃ゆ」は見ない週もあったので、毎週見たくなる番組を期待している。  

 

○   “知的エンターテインメント”や“知的音楽番組”など、キャッチコピーに“知

的”とついた番組が見うけられるが、“知的”とつける基準はあるのか。やみくもに

つけているように思われ、必要はないと感じる。  

 

＜しこく戦後７０年「“高校野球王国”の熱闘」（総合 ７月２４日(金)）について＞ 

 

○   高校野球の魅力やスポーツの持つ力を存分に味わえた番組で大変感動した。６人の

スタジオゲストのコメントは、それぞれの立場の違いが出ておもしろく、バランスも

よかった。戦後７０年の四国の高校野球の名勝負からテーマの異なる５つを取り上げ、

当時活躍した選手が野球から何を得たか話す構成は、明快にしてドラマチックで見応

えがあった。徳島・池田高校のやまびこ打線については、水野雄仁選手に蔦文也監督

が語った「人生は敗者復活戦」ということばが印象に残った。延長１８回の後の再試

合まで４時間の決勝を戦い抜いた愛媛・松山商業のパートは、「結果を出すためには

苦しむことも必要」という現在の教育にもつながるテーマを浮き彫りにしていた。高

知・伊野商業の渡辺智男投手とＰＬ学園の清原和博選手の真っ向勝負のシーンからは

「自分を信じて目の前の壁に立ち向かう勇気が必要」というメッセージを感じた。香

川・観音寺中央の初出場初優勝の快挙は、チームを支えた地域とともに勝ち取った日

本一であり、スポーツの持つ力を再認識させられた。高知・土佐高校が一球のミスで

日本一を逃した試合からは「勝負が決まる瞬間まで常に挑戦者でなくてはいけない」

ことを学んだ。高校野球というスポーツを通して、アスリートでない人にも伝わるす

ばらしいメッセージを届けてくれた番組だった。スタジオにさまざまな試合の名場面

をパネルで掲示していたが、アップで映してくれなかったのはもの足りなく感じた。 

 

○  優勝２６回という四国の高校野球の栄えある歴史とドラマを興味深く視聴した。印

象的だったのは、高校野球に「生きる上でのヒント」があふれていることだ。敗者と
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してスポットを当てた土佐高校のパートでは一球の重みを痛感したし、甲子園で得た

教訓がその後の人生に影響を与えていることに深みを感じた。池田高校の蔦監督の指

導からは、発想の転換とチャレンジ精神の大切さを思い知らされた。「人生は敗者復

活戦。必ず起き上がって戦え」という監督のことばから、野球の技術だけにとどまら

ない、人として生きる力を育てようとしていたことが伝わり、大変感動した。松山商

業の、１人に数時間ノックしたという過酷な練習には賛否両論あると思うが、元主将

の大森光生さんの「苦しいことを好むと結果がついてくる」ということばにはうなず

かされた。また、変化を見逃さない観察眼や集中力が大切なのは、ビジネスにもつな

がるところがあると思った。伊野商業のパートでは、勝利を期待されていなかったゆ

えの「無欲の強さ」が強調されていたが、当時最強といわれたＰＬ学園を倒した実力

を考えると、無欲の裏に厳しい練習の積み重ねがあったのではと思った。観音寺中央

のパートでは、地域の応援あってこその快進撃だったことがよくわかった。一部映像

の乱れはあったものの、貴重な資料がふんだんに使われ、ＮＨＫのアーカイブの豊富

さに感心した。ただ、スタジオゲストに愛媛県出身者がいなかったのは残念で、四国

４県のバランスは取ってほしかった。 

 

○  戦後の高校野球をけん引してきた、四国のチームの名勝負名場面を懐かしく視聴し

た。新たに知ることも多く、丹念に取材された番組と感じた。高校野球は地域の関心

がひときわ高いスポーツと思う。その地域との一体感や地元の期待を力に変える選手

たちの頑張りもよく描かれていた。優勝経験のある池田高校、松山商業、伊野商業、

観音寺中央の４校を、それぞれ違う視点で紹介していたのもよかった。伊野商業とＰ

Ｌ学園の一戦からは、おごりや油断、焦りの怖さと、無心と平常心の大切さが伝わっ

てきた。また、甲子園で「一球の重み」に泣いた土佐高校の永野元玄さんと星稜高校

の堅田外司昭さんが、今は審判員として高校野球に関わり、球児を見守ってくれてい

るのは大変ありがたいことだと思う。負けから学ぶ大切さも教えてくれる内容だった。

気になった点として、四国の２６回の優勝のうち、印象的だという１３回をテロップ

で紹介していたが、半分に絞る必要はなかったと思う。また、名勝負として知られる

松山商業と青森・三沢高校の試合の映像が悪く、ＮＨＫの記録にいいものはなかった

のか疑問に感じた。 

 

○  四国勢の高校野球全国制覇２６回という記録は、往時を知る者には誇らしく、その

歴史を堪能させてくれる番組を期待していたが、そのとおりの痛快で楽しい内容だっ

た。冒頭、優勝の歴史を感動的シーンを交えて時系列で振り返り、視聴者の関心を高

めて本編に入る構成はよかった。本編では「未知への挑戦」「耐え抜く力」など、心

に残るフレーズで優勝校の戦いぶりを紹介していたが、大変わかりやすく感心した。

また、当時の選手で勝負の鍵となった人物が語る感動的なコメントや、人生にもつな
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がる教訓には説得力があった。高校野球がこれほど多くの人々に愛されるのは、郷土

性が強いからだと思う。甲子園ではたった１つの優勝校を除いてすべてのチームが敗

者となる。そんな敗北のドラマがあるからこそ、高校野球は世代を超え熱烈なファン

が愛するスポーツとなり、日本の文化にまでなったのだと感じた。番組最後にスタジ

オゲストの作家・岩崎夏海さんが語った「ことしは高校野球１００年の節目の年だが、

大会は戦争で３回開催できず９７回だ。この３回の意味を今こそ考えるべきで、高校

野球が続けられる平和な社会が一番大切」というコメントにはまさに同感で、番組を

見事に引き締めていた。 

 

○  さまざまなチームの戦後７０年間の映像を見て、高校野球王国・四国の歴史やドラ

マを改めて振り返ることができた。野球好きにはたまらない番組だった。テンポもよ

く、７３分という長さを感じさせない内容だった。プロ野球でも活躍した荒木大輔氏、

桑田真澄氏、水野氏、渡辺氏がスタジオゲストやＶＴＲに登場したのも実にぜいたく

だった。ゲストの１人で高知県出身の「高知のまちづくりを考える会」代表の畠中智

子さんは、高校野球ファンの代表として起用されたのだと思う。ただ、彼女が語る生

っ粋の土佐弁は他県の視聴者に理解できるか若干心配になった。四国勢が２６回の優

勝を誇り、地域のファンも非常に多い高校野球は、四国の戦後７０年を語る上で外せ

ないテーマだと思う。四国の高校野球好きは地元のチームが負けると四国の他県のチ

ームを応援する人が多い。四国が一つになれるテーマとしても、今回の番組は非常に

有意義だと感じた。構成についても、４県の優勝校それぞれのエピソードがバランス

よく配されていてよかった。優勝していない土佐高校も紹介されたが、勝ち負けだけ

でない甲子園の奥深さを伝えていたと思う。高校野球は多くの人々に感動を与え、人

生を変えたり、地域が一致団結する機会になったり、ことばだけでは表現しきれない

力があることを改めて知った。また、１００年続いている大会なのに、戦争で３度行

えず、実際は９７回の開催であることを知り、高校野球ができる平和のありがたさを

実感した。今回、過去の貴重な映像を丁寧に集めて番組を制作したことが、次の「戦

後８０年」に引き継がれるのだと思う。最近の映像が少なかったのは、四国勢の戦績

が今ひとつだからと思うが、次の１０年に期待したい。この番組は、放送が７月２４

日、再放送が８月１日だったが、８月からの甲子園に向けて非常にタイムリーだった。 

 

○  気になった点について、観音寺中央の優勝は地域の人々に支えられ成し遂げられた

と紹介されたが、当時、地方都市の多くの高校野球部は何らかの形で地域住民に支え

られていたのではないか。観音寺中央だけが特別ではないと思う。この番組が「戦後

７０年」の節目の年ということで作られたことを考えると、年代順の構成にしたほう

が、高校野球の歴史がよく分かったのではないか。また、池田高校のパートはほかの

高校より長く感じられ、バランスを欠いている気がした。昭和４４年夏の松山商業と
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三沢高校の延長１８回引き分け再試合は懐かしく見ることができた一方、映像に乱れ

が多かったのは残念だった。 

 

○  「高校野球王国・四国」の輝かしい歴史を再確認できた見どころの多い番組だった。

池田高校の紹介では、水野投手をはじめとする選手たちの猛練習や、蔦監督の表情・

ことばに引きつけられた。厳しいたたずまいの蔦監督が、甲子園で優勝したとき「皆

さんのおかげで優勝させていただいた」と丁寧に語る姿は心に残った。水野さんがス

タジオで語った「蔦監督の『人生は敗者復活戦だと思って戦え』ということばのあり

がたさは、大人になって初めてわかった。監督は野球を教えながら人生も教えていた」

ということばは、重みがあって実によかった。松山商業の元主将・大森さんの「苦し

いことを好むと必ず結果がついてくる」ということばにも大いに共感した。テロップ

について、巻物のようなデザインの絵と文字が随所に出てきたが、配色のせいで見づ

らかった。名投手紹介の場面では、テロップの色が赤、緑、白とシーンごとに変わり、

グラデーションのものもあった。テロップの文字は読んで理解できることが大事で、

色や書体をやたらと変えるのは読みづらく非常に気になった。スタジオゲストについ

て、岩崎さんは発言が少なく起用に疑問を感じたが、番組最後の「高校野球の歴史は

１００年だが、実際は戦争で３回抜けている。こんなすばらしい高校野球ができなか

った３年の意味を考える必要がある」ということばは大変よかった。 

 

○  貴重な映像や関係者へのインタビュー、豪華なスタジオゲストの話で、四国の高校

野球の栄光の歴史をひもといていく構成はよかった。番組で取り上げた試合は、当時

テレビで観戦していた私には“体験”だが、今の若い人には“歴史”であり、この番

組が若い世代にどう映ったのか興味を持った。戦後７０年の節目の年に過去の名勝負

を振り返る番組の趣旨は理解できたが、四国の高校野球について今後の展望や提言が

少しでもあれば、さらによかったと思う。スタジオについて、出演者が前後２段に分

かれて座る配席はバランスが悪く、司会の安部みちこアナウンサーも進行しづらそう

に見えた。討論番組のように一つのテーブルを出演者が囲んで座るほうが、安定感が

あってよかったと思う。また、出演者の名前のテロップについて、表示のタイミング

や時間にばらつきがあったので統一してほしいと思った。 

 

○  高校野球を昔はよく見て地元選手を応援していたが、優れた選手を全国から集める

学校が出たころから、高校野球と地域のつながりが薄れたように感じ、あまり見なく

なっていた。スポーツの中で野球ばかり注目されることに違和感も持っていた。しか

しこの番組を見て、自分の中に高校野球がどれほど浸透しているか再認識させられた。

試合内容はもちろん、その時代の記憶が一瞬でよみがえるほど、自分自身に高校野球

が刻みこまれていたことに気付かされた。また番組は、高校野球の原点である、結果
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のいかんにかかわらず全力でプレーすることの尊さを思い起こさせてくれる内容だ

った。松山商業のパートは、延長１８回再試合での一つ一つの動きの意味や一瞬の判

断の大切さがわかり、何ごとにも懸命に挑めば大きなことを成し遂げる力が身に付く

ことがわかった。「失敗から学ぶ」という水野さんのメッセージは心に残ったし、甲

子園という大舞台で地方の選手が伸び伸びプレーすることの素晴らしさ、それを支え

る地元の人々の力の大きさを、スタジオの各ゲストが語っていたのが、特に印象的だ

った。 

 

○  番組冒頭でスタジオゲストが語った「甲子園以上に四国大会を勝ち抜くのが大変だ

った」という話は、四国の視聴者の気持ちをしっかりとつかむものだった。その後紹

介された各高校のエピソードは、それぞれ一本の番組ができるほどの内容で、それら

を上手につないで構成された番組は見応え十分だった。スタジオゲストの人選や組み

合わせもよく、コメントにも経験や実績に裏打ちされた力を感じた。畠中さんの土佐

弁も番組のよいアクセントになっていた。この番組に通底する、野球に人生や教訓を

重ねてみるメンタリティーは、高校野球王国・四国ならではだと感じた。 

 

○  戦後７０年と高校野球１００年の節目の年の番組として興味深く視聴した。貴重な

試合やインタビュー、記憶に残る名勝負など盛りだくさんの内容で、高校野球ファン

はもちろん、そうでない人も、幅広い世代で楽しめる番組だった。スタジオゲストは

バラエティーに富んだ人選で、さまざまな視点からおもしろい話を聞くことができた。

荒木さんが途中から加わる演出も、番組に活気を与えていたと思う。「人生は敗者復

活戦」「耐え抜く力」「王者に立ち向かう勇気」など、数々の名言とともに進行して

いく演出はわかりやすかったし、人生の教訓をたくさん得ることができた。勝者だけ

でなく、敗者に光を当てていたのもすばらしく、番組に深みが増し、視聴者に勇気や

感動を届けていたと思う。また、名試合のドラマチックなシーンを見せた後、その当

人に数十年の時を経てインタビューすることで、その後の歩みまで聞くことができた

のには感激した。日本の文化と言うべき高校野球の、節目の年にふさわしい番組だっ

た。 

 

 

 

（ＮＨＫ側） 

 「戦後７０年」「高校野球１００年」の節目の年ということでこの

番組を企画した。制作にあたっては、高校野球を通して、四国の人々

の力や特性が見える内容にしたいと考えた。高校野球とはひとつの文

化であり、そのすばらしさを伝えることで、野球に関心のない人でも
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興味を持ってもらえる番組になったのではないかと思う。 

スタジオに掲示した写真をしっかり見たかったという意見をいただ

いた。ＣＧではなく移動できないパネルを使った影響もあるが、今後

の参考にしたい。一部の試合の映像状態が悪かったという指摘もいた

だいた。名勝負でもあり力を尽くして探したが、その映像しか残って

いなかった。構成上必要と判断してあえて使用した。近年の試合は限

られた放送時間もありあまり紹介できなかったが、テーマや切り口次

第で、最近の試合や選手も取り上げられると思う。今後の課題とした

い。 

番組制作にあたっては、高校野球の歴史を単純に振り返るだけでな

く、今回取材して新たにわかった事実や視聴者へのメッセージを大切

にしたいと考えた。ＶＴＲについては、野球をあまり知らない人でも、

一球に全神経を集中して戦う姿に共感してもらえる作りを心がけた。

小中学生時代に野球に打ち込む子どもは以前より減っていると聞く。

そんな若い世代の心にも響く番組にしたいと考え制作した。 

土佐高校の試合の映像は実はほとんど残っていなかった。その後の

エピソードなどを積み重ねて、勝ち負けだけでない高校野球の奥深さ

を表現できればと思い制作した。視聴者にとってこの番組が、四国の

栄光を振り返るだけでなく、高校野球の今後を考えるきっかけになれ

ばと思っている。 

構成は年代順のほうがよかった、また池田高校のパートが長く感じ

たという意見をいただいた。四国はもちろん、全国の高校野球の歴史

の中で、池田高校が与えたインパクトは大きく、ゲストに水野さんを

迎えたこともあり、池田高校を番組序盤の起爆剤にして視聴者を引き

込みたいと考え構成した。高校野球にあまり興味のない若い人が番組

をどう受け止めたかは、自分でも気になっている。野球の枠を超えた、

日常や人生にも通じる普遍的なメッセージを感じてくれる人が、一人

でも多くいてほしいと願っている。 

どのような試合を取り上げるか、また、野球ファン以外の多くの人

が共感できる内容になっているか、という点には大変気をつかった。    

県外から１００人を超える選手を集める高校が高知にはある。人口

も少ない地域に、近畿など都市部から多くの生徒が来るのはある意味

すごいことだ。彼らのドラマや野球留学については、改めて番組を制

作したい。 

「四国遍路」と同様、四国４県の人に興味を持ってもらえ、四国が

一つになる「高校野球」というテーマはとても貴重で、今後もさまざ
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まな番組で取り上げていきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ７月２０日(月)のミラノ 食の万博“おいしい地球”の英知（総合 前 8:15～9:00、

9:05～9:28）は、万博のテーマ「食」を通したお国柄の違いがしっかりと伝わる内容

だった。第１部では、世界の食の中でも、だしをはじめとする日本の食文化が、素材

を生かした繊細で奥深いものであることを改めて実感した。第２部では、食物連鎖の

頂点に立つ人間がほかの動植物をどれほど身勝手に扱っているか考えさせられた。視

聴者一人ひとりに食との向き合い方を問いかける優れた番組だった。 

 

○  ８月１７日(月)のニュースウオッチ９、スポーツコーナーでは甲子園での早稲田実

業・清宮選手の２試合連続本塁打を大きく取り上げていた。その一方、この日の試合

で同じ早稲田実業の富田選手が２打席連続本塁打を放ったことにはひと言も触れて

いなかった。特定選手の報道にかたより過ぎて、正確な試合内容が伝えられていない

と感じた。 

 

○  ８月２７日(木)のＮＥＸＴ 未来のために「亡き父の年を越えて 日航機墜落事故

から３０年」では、事故で父親を亡くした、当時９歳だった谷口誠さんのその後を紹

介していた。谷口さんは事故から３０年たち、親となり家族を持ったことで、父親が

機中で書いた遺書に託した思いを受け止め、悲しい事実を乗り越えようとする。その

姿には目頭が熱くなった。また、事故で父親を亡くした小澤秀明さんは、当時母親の

お腹の中にいたという。それが今、亡くなった父と同じ年齢になり、父親が生きられ

なかった人生を一生懸命生きていくことを誓う。若い視聴者にも何かを残したシーン

だったと思う。番組では、消えることがない深い悲しみを抱えながら、前を向き歩ん

できた遺族たちの軌跡が淡々と描かれていた。このような視点で日航機墜落事故を取

り上げた番組を見るのは初めてで、多くのことを考えさせられた。 

 

○  ９月８日(火)のめざせ！２０２０年のオリンピアン「戦いは砂の上！ビーチバレー

“パイオニア”佐伯美香が熱血指導！」について、取り上げていた高校生のうち一人

は、卒業後にビーチバレーから離れる選手だった。２０２０年の東京オリンピックを

見据えた番組なのだから、取り上げる選手はしっかり情報収集して選ぶべきだと思う。

選手にとっては、モチベーションアップにつながる番組だと思うので、ふさわしい選

手を今後もたくさん紹介してほしい。 

 

○  ９月１２日(土)の目撃！日本列島「届かなかった声～新資料が語る“海の特攻”の
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真実～」では、戦時下、正当な意見が無視され、人が消耗品としか見られなくなる恐

ろしさが丁寧に描かれていた。元隊員らの声を丹念に拾い音声テープなど貴重な資料

も交え、戦争の異常さを浮き彫りにしたよい番組だった。 

 

○  台風など災害時は特に、ＮＨＫの正確で迅速な報道を頼りにしている。一方で、災

害が東京都に関わる場合、過敏に取り上げすぎる印象を受ける。首都・東京の重要性

はわかるが、第一報後はテロップや逆Ｌ字など文字情報中心に報道することを考えて

もよいのではないか。 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２７年７月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

７月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１３日(月)、ＮＨＫ松山放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、８月と９月の番組編成について窪川放送部長から、放送番組モニタ

ー報告について亀井考査主査から、視聴者意向について菅原広報･事業部長から、それぞ

れ説明があった。そのあと事前に視聴してもらった、しこく８ ビタきん!「四国四城物

語」と放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議は終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  大塚 岩男 （（株）伊予銀行頭取） 

副委員長  松井  忍   （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員  新井 裕史 （四国電力常務取締役） 

坂田 千代子（株式会社あわわ会長） 

宅間 一之 （高知県立歴史民俗資料館顧問） 

田坂 實   （越智今治農業協同組合 経営管理委員会会長） 

長井 基裕 （愛媛新聞編集局長） 

真弓 絵里子（介護老人保健施設「まゆみの里」施設長） 

村田 明広  （徳島大学大学院 ｿｼｵ･ｱｰﾂ･ｱﾝﾄﾞ･ｻｲｴﾝｽ研究部 教授） 

森本 道義 （日本ＪＣシニア・クラブ 高知ブロック担当世話人） 

 

（主な発言） 

＜しこく８ ビタきん!「四国四城物語」（松山）（総合 ６月１９日(金)）について＞ 

 

○  城といえば天守に目が行きがちだが、この番組は、石垣や防御用に植えられた草に

もスポットを当て、城に関心のない視聴者でも「なるほど」と思えるよう工夫してい

て、興味深く視聴できた。一見、同じように見える城だが、さまざまなところに先人

の独自の工夫が生かされていることもわかった。城は郷土の誇りであり、今も地元の

人たちに親しまれている理由を再認識できた。番組の構成は、四国の４つの名城、小

学生の城博士、城ゆかりの食、合戦体験とバラエティーに富んでいたが、それぞれの

関連性は乏しく、コーナー同士が途切れている印象を受けた。また「今、城がブーム」

という紹介があったが、その理由や背景をもう少し解き明かしてほしかった。４つの

城を女の子のキャラクターに例えた紹介は、少し無理があったように思うし、宇和島

城が詳しく取り上げられたのに比べて、松山城、丸亀城、高知城の内容はもの足りな

かった。また、宇和島城の紹介で、火縄銃を撃つのが宇和島の人でなく、大洲の人だ

ったことには疑問を感じた。松山城での合戦体験では、城の防御のための造りがよく
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分かりよかった一方、歴史ある城での合戦体験がよく許可されたと思った。また、小

学生の城博士・岡拓杜くんの城への関心の高さには驚いた。全体を通して、バラエテ

ィー番組という性格上仕方ないのかもしれないが、出演者の発言が軽いように思った。

また、よろいかぶと風の装束を着た番組スタッフが、足もとを映すとスニーカーを履

いていたのには興ざめした。 

 

○  日本の城がブームと言われる中、城好きの出演者による解説や合戦体験を通じて、

城の魅力が分かりやすく伝わる番組だった。漫画家の江川達也さん、歴史アイドルの

美甘子さん、城郭考古学者の千田嘉博さんと、幅広い層から出演者を選んだのはよか

ったと思う。城主の考えに応じた独自の城づくりが行われていたことも、江川さんが

描いた、それぞれの城に例えた女の子のキャラクターでよく分かった。小悪魔的キャ

ラクターに例えられた愛媛県の宇和島城については、ＶＴＲで紹介された藤兵衛丸石

垣やノシランなどの、攻撃を防ぐ工夫に感心した。400 年前に建てられたという上り

立ち門も立派だった。宇和島城は伊達氏の居城として知られているが、もともとは築

城の名手・藤堂高虎が築いた城で、城を守る工夫も高虎の考えによるものが多いと思

う。そのあたりはもう少ししっかり説明してほしかった。松山城での合戦体験では、

狭間と呼ばれる小窓や、やぐらの太鼓壁、登り石垣や隠れ門などの備えについて、造

りや具体的役割がリアルに伝わってきた。キャラクターに例えると「良家のお嬢様」

という松山城だが、攻撃を防ぐためのさまざまな仕掛けはさすがだと感じた。今回「宇

和島城 城山を守る会」や「大洲藩鉄砲隊」の皆さんが登場して番組を盛り上げてい

たが、こうした人たちの活動が、文化の伝承につながっていると感じた。また小学生

の城博士・岡くんが、高松城をモデルに描いたという「岡城」は、殿様になったつも

りで城はもちろん町づくりまで考えて描いていて驚かされた。ただ、香川県の高松城

を取り上げるなら、残る徳島県の城にも触れる心遣いはほしかった。番組タイトルの

「四国四城物語」から１県１城と予想していたが、徳島の城は紹介されず、徳島の人

に少し悪いような気がした。 

 

○  番組冒頭、国宝のニューフェイスである松江城、天空の城・竹田城、新装なった世

界遺産・姫路城の紹介から入って、城への関心の高まりを伝えたことは非常によかっ

たと思う。今に残る江戸時代からの天守１２のうち、４つをも擁する四国へと誘導し

た流れもよかった。四国４天守のさまざまな魅力を楽しむという、城好きには見逃せ

ない番組と思わせてくれるオープニングだった。漫画家の江川さんが４天守の特徴を

分析して､女の子のキャラクターに例えて描き、これに城郭研究の第一人者千田さん

と歴史アイドルの美甘子さんがからむ興味津々の番組と思われた。しかし最後まで見

ると結局、番組は単純なバラエティ―に終わり、宇和島城をのぞけば城の魅力をしっ

かりと味わえることもなく、番組の目的が果たせたのか疑問に思った。宇和島城での
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撮影では、いくら許可を得たとはいえ石垣の隙間を登ったり、重要文化財の建物の中

から火縄銃を撃ち「テレビ初公開。貴重な瞬間です」とナレーションしたのは、文化

財への理解のほどを疑わせるものだった。火薬を使うか花火を使うかにもよるが、許

可を与えた警察や消防、管理者の意見を聞いてみたいと思った。さらに松山城での合

戦体験でも段ボール製の破城づちとはいえ、それを城門の扉に当てていいのか疑問に

思った。四国の４天守には松江にも竹田にも姫路にもない独特の魅力があると思う。

江川さんが描いた女の子のキャラクターをさらに生かしながら､それぞれの城の魅力

を知り尽くす千田さんにもっと発言の機会を与えてほしかった。番組タイトルを｢四

国四城物語｣として４天守の魅力を紹介すると言っておきながら、それ以外の高松城

を取り上げていたのも不可解だった。また、城ゆかりのスイーツも紹介されたが、城

との関連がよく分からず、紹介する意味を理解できなかった。松山城での合戦体験で

は、縄張りや城構え、矢を射かけるための 130 もの狭間、230ｍの登り石垣、さまざ

まな門ややぐらの魅力や機能を、合戦を通じてわかりやすく、また楽しく理解するこ

とができた。これに対して高知城について、「派手な造りの廻廊で城下に威厳を示し

ている」という説明で終わらせていたのは大変残念で、高知城の魅力を紹介する機会

を改めて設けてほしいと思った。四国は城郭研究者に｢特別の場所｣と言わせるほど魅

力ある地で、ここでしか見られない城構えも数多くある。番組の中で城のことを、千

田さんは「歴史を体感できる場所」といい、江川さんは「ロマン」、美甘子さんは「夢」

と表現した。城は戦いの場でありながら歴史を証言し、人々にロマンと夢を与え、心

を癒やす不思議な場所でもある。今後も近世の城だけでなく、中世の城跡や居館も取

り上げてその魅力に迫ってもらいたい。番組最後の画面で、時間をカウントするフロ

アディレクターの手が見えてしまったのはお粗末だった。 

 

○  四国には江戸時代からの歴史を持つ１２天守のうち４つが残っている。お城ファン

にとって特別の場所だということを、この番組で初めて知ることができた。タイトル

にある「四国四城」ということばからは、そうした城が各県に１つずつある印象を受

けた。ところが実際には、愛媛県に２つ、徳島県にはなかったので、徳島の人にとっ

ては少し寂しいテーマだろうと思った。ただ番組全体を通しては、城に秘められたさ

まざまな知恵と工夫を、堅苦しくなく楽しく理解することができた。ゲストについて、

漫画家の江川さんは城好きという理由で起用したと思うが、彼が城の特徴を女の子の

キャラクターとして描くのは無理があり、意味があるのか疑問に感じた。キャラクタ

ーを着物姿で描くならまだしも、城とはイメージが合わない私服やドレスだったこと

が、違和感を強くした原因だと思う。ゲストが漫画家だから漫画を使いたいという気

持ちは分かるが、強引すぎたのではないだろうか。全体の構成は、４つの城の特徴紹

介、高松の城博士の小学生、各城とスイーツの紹介、松山城での合戦体験の４つに分

かれていた。スイーツの紹介を最初の城紹介のパートで行えば、大きく３つにまとま
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り、よりスッキリした構成になったと思う。城の紹介については、ＶＴＲで詳しく描

かれた宇和島城に比べ、松山城、丸亀城、高知城の説明は淡々としていて短く感じら

れた。女の子のキャラクターも宇和島城以外は取ってつけたような印象だった。また、

高松の城博士の岡くんが、城を好きになった理由を聞かれて「昔の人のすごさが伝わ

るから」と答えていたが、どんなすごさかなどもっと掘り下げて聞いてほしいと思っ

た。専門家の千田さんは岡くんを「城郭研究者として 100 年に１人の逸材」と言っ

ていたが、少し大げさに感じた。松山城での合戦体験は非常に楽しく、城のさまざま

な工夫やすごさを、体験を通してしっかり理解することができた。「城を舞台にした

四国４県の合戦」というテーマで番組を作っても面白いと思った。ゲストの歴史アイ

ドル・美甘子さんは、VTR での専門的なコメントはよかったが、スタジオではカン

ペを読んでいるのか、間違えたり詰まったりして気になった。 

 

○  江戸時代の天守が残る四国の４つの城を紹介したバラエティーで、最近の城ブーム

をあおる番組にもなっていて、楽しんで視聴した人も多いだろうと思った。しかし、

番組の構成については気になる点があった。この番組はタイトルに「四国四城物語」

とうたったとおり、江戸時代からの天守が残る４つの城に注目する番組だと思う。し

かしその城は愛媛に二つ、高知と香川に一つずつで、徳島にはないので「三国四城物

語」ではないかと思った。それなのに「天守が残っていなくても魅力的」という理由

で高松城を取り上げたのには、さらに違和感を覚えた。高松に小学生の城博士・岡く

んがいるとはいえ、城のお堀にいるチヌ（クロダイ）や、岡くんが描いた空想の城を

紹介するくらいなら、現存する他の城を取り上げるべきだったと思う。ゲストの江川

さんが天守を女の子のキャラクターに例えて描いたのも、バラエティー番組とはいえ

行き過ぎに感じた。城は敵から国を守る防衛の拠点というだけでなく、殿様のような

支配者が暮らす権威の象徴でもあり、それを女の子のキャラクターで表現することに

抵抗を感じた人もいたと思う。城ゆかりというスイーツについても、城というより

藩・大名や領民に関係するもので、城と結びつける必然性を感じられなかった。松山

城での合戦体験では、「宇和島城 城山を守る会」ふんする攻撃隊が「松山観光ボラ

ンティアガイド」の守備隊に撃退されていた。攻撃隊は、宇和島城にもさまざまな防

御の工夫があるのだから、松山城の守る工夫も予想して攻めるべきだったと感じた。

専門家の千田さんの「実証的にどう守れたか証明していただいた。研究の上でも重要

な成果だった」という発言には、バラエティー番組でのコメントとはいえ、城郭考古

学の研究はここまで軽いものかと思ってしまった。松山城での撮影で、カメラを石垣

の上から乗り出して撮ったような映像があった。長い棒の先にカメラを付けたのか、

ドローンを使ったのか気になった。ドローンなら、出演者や史跡にぶつからないよう

対策をとっていたのか心配になった。 
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○  城への関心の高まりを受けて、四国四城の魅力や見どころをテーマにしたのはよか

ったと思う。江戸時代から残る天守は日本に１２しかなく、四国にその４つがあるの

は貴重で魅力的だということもよくわかった。その一方で、番組の構成が子ども向け

になりすぎていて、家族そろって見てほしいというねらいを考えても行き過ぎに感じ

た。城を女の子のキャラクターに例えたのは、漫画家の江川さんが出演しているから

だと思うが、城をキャラクターにするなら、やはり男の子にしてほしく不自然に感じ

た。スタジオに出てきた城の大きなパネルや城の名を筆文字で記した演出はよかった

が、背景のチカチカ光る金色のセットは落ち着きを欠き、画面全体に散漫な印象を受

けた。全体的に、明るく軽快に進めようとしすぎた分、演出や仕掛けが大げさで出演

者もはしゃぎすぎに見えた。４つの城の知られざる魅力を、今までと違う切り口と独

自の演出で伝えていたとは思うが、城の歴史や成立の背景など、誰もが知りたい基本

的な情報の提示は不十分だと感じた。それに比べ、高松市の小学生、岡くんが語る高

松城の解説には説得力がありとてもよかった。 

 

○  最近「城フェス」や「城メグリスト」といったことばが生まれるほど城は人気だが、

四国の城に焦点を当てその魅力に迫るというテーマには非常に興味をそそられ番組

を視聴した。オープニングから数々の名城の美しい映像やテンポのよい元気の出るナ

レーションでスタートし、合戦に使われるほら貝の音とともにゲストが登場したり、

名前のテロップにお城のイラストを使う演出には、楽しさと統一感があって好感を持

てた。江戸時代からの天守が残る全国１２の城の中で、４つが四国にあることをこの

番組で初めて知ることができた。それぞれの城を、四国ならではの特徴を交えて、ゲ

ストの漫画家・江川さんが女の子のキャラクターとして描く演出は斬新でおもしろく、

若い世代にも興味を持ってもらいやすかったと思う。４つの城を一通り紹介したあと、

専門家の千田さんが解説コメントを添える流れもまとまりがあってよかったと思う。

続くコーナーでは天守のない城として高松城と玉藻公園が紹介された。地元の人間と

してとてもうれしく思った。瀬戸内海とつながる高松城の堀は潮位によって水位が変

わり、たいなどの魚が泳ぎ、えさをやった人の願いが叶うという「鯛願城就」のエピ

ソードも紹介されよかった。高松城天守の復元は多くの高松市民の願いだが、小学生

の城博士・岡くんが、高松城に触発されオリジナルの「岡城」の図面を城下町に至る

まで描いているのを知り、想像力を膨らませるすばらしさや天守だけにとどまらない

城の豊かな楽しみ方があることを教わった。岡くんの絵には水不足に悩んできた香川

を象徴する「ため池」まで描かれていて、その部分を編集で生かした制作者の思いも

伝わり感動した。また、城にゆかりあるスイーツのいわれや背景、材料が詳しく紹介

されたが、初めて知ることも多く大変勉強になった。最後の合戦体験のシーンでは、

使われている音楽や効果音がドキュメンタリータッチで、迫力あるナレーションとも

相まって臨場感に引きこまれた。松山城の全体像や造りと仕掛け、こだわりや戦術ま
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で、城の凄さや素晴らしさを実際に体験したかのように理解することができた。撮影

スタッフは大変だったと思うが、先人の建築技術や労力に改めて驚くとともに尊敬と

感謝の思いも湧いてくる場面だった。また、合戦に参加した「宇和島城 城山を守る

会」と「松山観光ボランティアガイド」の高齢者の活気あふれる姿から、元気をいた

だくこともできた。ただ、せっかくよろい風の衣装で雰囲気を出していた番組スタッ

フが、スニーカーを履いていたのには興ざめな思いがした。また、丸亀城と高知城の

紹介が少なかったのは残念だったし、高松城を紹介するなら徳島城にも触れるべきだ

と思った。司会の安部みちこアナウンサーは、番組が進むにつれテンションが上がっ

てくる様子や、するどいコメント、ゲストへの絶妙な突っ込みが楽しく、照英さんと

のコンビネーションも実によかった。番組最後は生放送かと思うくらいの勢いだった

がそれもまた魅力的で、全体を通してテンポのいい進行で、最後まで飽きることなく

楽しく視聴できた。 

 

○  四国に残る４天守の特徴を漫画家の江川さんが女の子のキャラクターとして描い

たり、宇和島城の守りの工夫や小学生の城博士ぶり、４つの城ゆかりのスイーツ、松

山城での合戦体験を紹介することで、城の特徴や魅力に詳しくない人にも親しみやす

い番組になっていたと思う。城について知る楽しさや城と関わる人の元気が伝わって

くるバラエティー番組だった。各城の紹介について、宇和島城では実際に現地を訪ね、

城の特徴や城主の政治的・社会的立ち位置を説明し、松山城でも合戦体験を行ってい

たのに比べ、丸亀城と高知城についてはスタジオの写真で女の子のキャラクターにつ

ながる特徴を伝えただけだった。現地を訪ねて城の特徴や城主、政治的社会的背景に

迫る映像がなく、もの足りなく感じた。小学生の城博士の紹介は、城について知る楽

しさや城が好きな気持ちが伝わってくるよいシーンだったが、天守のある四城以外の

話にしては時間が長く、構成上不自然に感じた。この時間を丸亀城や高知城の紹介に

当てれば、「四国四城物語」というタイトルにふさわしい番組になったと思う。 

 

○  家族そろって楽しめるバラエティーとして制作されたことを前提にしても、見終わ

ったあとに残るのは結局大騒ぎの空しさだけ、という番組だった。４つの城について

適切な情報や知識が得られることはなく、出演者だけ楽しんでいる印象を受けた。城

を女の子のキャラクターに例える演出は、城ができた背景をわかりやすく伝える工夫

だと思うが、もう少し詳しい歴史も説明しないとキャラクターも生きてこないと思う。

千田さんが、城の情報などもっと専門的な話をしてくれたら、番組はより深まったの

ではないかと思え残念だった。また文化財の保護と維持の観点からも、宇和島城で火

縄銃を使ったり松山城で合戦体験をすることが本当に必要だったのか、大変疑問に思

った。「特別な許可を得ています」とあえて強調しなければならないことに、挑戦す

る意義があるとは思えなかったし、子どもだましの遊びを見ているようだった。城を
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中心として町が計画的に作られていく様子を、地図や地形の説明も交えしっかり伝え

るほうが、城への関心を深めることができたのではないだろうか。番組の救いは小学

生の岡くんで、城から城下町全体へと関心を広げていた彼の視点を生かしていれば、

城の存在理由がよりリアルにおもしろく伝わったのではないかと感じた。 

 

○  この番組を歴史番組と見るかバラエティーと見るかで、評価は大きく変わってくる

と思う。「四国の城への入門編」としては、誰もが楽しんで見ることができる、この

番組のテイストや女の子のキャラクターを使った演出はよかったと思う。漫画家と歴

史アイドル、専門家の千田さんという出演者のバランスもよかった。特に、松山城を

攻める合戦体験の場面には大いに引きこまれた。地図を交えて城のさまざまな攻め方

を紹介していて、V 字型・U 字型のカーブでの三方攻めや、隠門からの急襲は臨場感

にあふれていた。実際に攻め手と守り手が動いてみせることで、城の作りや工夫を納

得して理解することができた。千田さんが実証研究としても意味があると言われたこ

とにも合点がいった。これをきっかけに、それぞれの城をより詳しく紹介する番組が

放送されれば、地域の人には非常に有意義だと感じた。 

 

○ 城ブームと言われる今、四国の城の魅力を楽しく存分に味わうことができた番組だ

った。出演者は司会者もゲストもキャラクターが千差万別で、それぞれの魅力や特長

がよく出ていてよかったと思う。城を女の子のキャラクターに例える演出は、最初は

本当に必要なのかと半信半疑で見ていた。ただ、紹介が進むうち、キャラクターが城

の特徴をうまく表現していることが伝わり、印象に残るわかりやすい演出と感心した。

宇和島城の紹介では、上空からの映像でふだんは見ることができない全体像がわかっ

てよかった。１３メートルという日本有数の高さの石垣、その特殊な構造、城だけで

なく植えられた植物まで、守りを固める大事な要素になっているというユニークな特

長がよく理解できた。高松城については、城博士の小学生・岡くんの登場で、お堀の

水は海水で鯛までいることを知り驚いた。城の魅力は「昔の人のすごさが分かること」

というコメントも印象的で、歴史に興味を持つことの大切さがよくわかった。城ゆか

りのスイーツの紹介では、その発祥や現代に受け継がれている意味を知ることができ

よかった。番組最後の松山城での合戦体験では、模型やはりぼての石やタテ、弓、刀

を使っての迫力ある攻防戦で、城の長所、弱点、仕掛けに罠などの作りや工夫を体感

でき、松山城全体の構図も理解できた。お城のことをもっと知りたいと思わせてくれ

た名シーンだった。その一方、丸亀城と高知城の情報が少なかったのはもの足りなか

った。番組全体を通してスタジオの流れがスムーズさを欠いていたのと、最後の画面

でフロアディレクターの手が映っていたのは残念だった。 
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（ＮＨＫ側） 

         新たに国宝になった松江城、天空の城として人気の竹田城、修復を

終えた姫路城など、城が再び注目を集めている。多くの城は西暦 1600

年前後、戦国末期から江戸時代初期に作られていて、2000 年頃には城

の 400 年祭のような記念行事が数多く行われた。この頃から全国で城

の存在が見直され始め、姫路城では記念行事が終わったあとに修復が

始まった。こうした経緯で城が脚光を浴びている今のタイミングをと

らえ、番組を制作することになった。「城が今ブーム」という紹介に

ついては、このような背景をもう少し詳しく説明してもよかったと思

う。番組タイトルについて、徳島の城を扱っていないので“四国四城”

ではなく “三国四城”ではないかという指摘があった。この番組は、

出演者のスケジュール等の関係で、生放送のように４３分の放送時間

を目指した収録を行った。もう少し収録時間や制作スケジュールに余

裕を持たせて、徳島城など他の城の情報も伝えるよう配慮できればよ

かったと思う。石垣に登ったことや、文化財での火縄銃使用、段ボー

ルの破城づちに関しても指摘をいただいた。こうした試みについて、

宇和島市の教育委員会や学芸員の皆さん、松山城の学芸員の皆さんに

相談したところ「ぜひやってみてほしい」という答えをもらった。合

戦体験に参加した松山城のガイドの方からは「いつも案内してきたこ

とを初めて実感できました」という声もいただいた。配慮すべき点は

あったと思うが、今回の試みを関係者は好意的に受けとめてくれてい

る。撮影については、ドローンは使っておらず棒つきのカメラを使用

した。火縄銃を使うのに大洲の鉄砲隊が来た理由だが、宇和島には鉄

砲隊がなく、宇和島城でのイベントには大洲市が協力してきた実績が

あり、今回も「宇和島城のことなら駆けつけたい」と言って参加して

くれた。火薬の使用については、警察などさまざまなところに許可を

取っている。宇和島城には煙が抜ける排煙窓があるが、こうした窓は

ほかに姫路城にしかないそうだ。この窓の機能等を検証する学術的研

究にもつながると宇和島市も許可してくれた。城博士の小学生・岡く

んは、子どもということもあり言葉がうまく出てこないところもあっ

たので、城を好きになった理由をさらに踏み込んで聞ければよかった

と思う。城を女の子のキャラクターとして描く演出は、城に興味がな

い視聴者でも番組を見るきっかけになればと挑戦してみた。ご意見を

今後に生かしていきたい。 

        今回の番組は、スタジオバラエティーの開発番組としてトライアル
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の意味合いで制作した。生放送のような雰囲気だったという意見があ

ったが、出演者のスケジュールなどさまざまな都合で放送前日の収録

となったこともあり、生放送に近い臨場感を大事にした収録方法をと

った。ただ実際に制作を始めてからは、地元をはじめこだわる人が多

い城のさまざまな情報を、どう番組にうまく取り入れるか非常に悩ん

だ。今後こうしたテーマでは、編集に時間をかけ整理整頓した内容で

放送するよう心がけたい。出演者について、スタジオパートを楽しく

してくれる人や千田先生のような専門家は必須で、女性の視点も大事

にしたいというねらいで選定した。ただそれぞれの発言時間が短くな

ってしまったので、もっと計算して例えば前後編に分けての放送も検

討するなど、この経験を今後に生かしていきたいと思う。城のもう少

し詳しい歴史的背景を知りたかったという指摘について、「なぜ城が

この場所にあるのか」といった背景など、歴史も含めた全体像をきち

んと紹介していれば、城の魅力がよりしっかりと伝わる番組になった

と思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月からリニューアルされた「ブラタモリ」が非常におもしろい。タモリさんの知

識の広さや、ものを見る目の鋭さに毎回感心している。タモリさんが現地を巡りなが

らワクワクしている気持ちが、視聴者に伝わってくるところもよいと思う。 

 

○  ブラタモリは以前から話題の番組だったが、リニューアルされさらにおもしろくな

っていると思う。ふだんは気付かない町の細部の歴史や表情に焦点が当たるのがユニ

ークでよい。過去の痕跡は、時代と共にどんどん失われつつある。その意味でもこの

番組をとても興味深く視聴している。 

 

○  「所さん！大変ですよ」は、ふだん見過ごしてしまうようなテーマを深く掘り下げ

て取材している点がよいと思う。所さんのひょうひょうとした人柄もうまく生かされ

ている。この番組のような「肩の力は抜けているが興味深くて魅力的」といった番組

はＮＨＫならではと思うので、ぜひこうした番組を作っていってほしい。 

 

○  ６月１２日（金）の四国羅針盤「知っていますか？モダニズム建築～注目される・

２０世紀の遺産～」を視聴した。1920 年代から７０年代に当時最先端の技術で作ら

れたモダニズム建築は、その頃の社会や大衆の志向を今に伝える文化的価値があると

いう。四国に残るモダニズム建築には、世界的評価を受けている建物も多いことを知
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って驚いた。ただ、そのほとんどが築後５０年以上経ち、老朽化や耐震性の問題から

改修が必要だという。モダニズム建築は外観や構造がユニークな分、維持や改修をす

れば巨額の経費がかかってしまう。そのため取り壊されるものも少なくないそうだ。

保存に当たっては、その価値をよく理解する建築家に改修や維持のプランを出しても

らい、建物の利用価値と文化的意義の双方を勘案しながら進める必要がある、という

番組の解説には納得できた。放っておけばどんどん壊されてしまうであろうモダニズ

ム建築に、保存できる可能性があることもよく分かった。江戸時代以前に築かれた城

の多くは明治期に壊されてしまったと言われる。モダニズム建築を生きた形で残して

いくことが大切で、今後もこのテーマについてはきちんと追いかけていってほしいと

思った。 

 

○  ６月２０日（土）のテレビｄｅつぶや句５７５を視聴した。不定期で放送している

ラジオ番組の初のテレビ版ということで、ラジオ版を聞けずにいた分期待していたが、

非常におもしろかった。「みんな de 完成！５７５」というコーナーで、出演者３人

がヒントを出し合いながら、一つの５・７・５のフレーズを当てるゲームは特によか

った。この番組は生放送の双方向番組で、画面下部には視聴者からツィッターで寄せ

られる意見が表示されていた。このコーナー中、視聴者からの「宴会なんかでできそ

うだ」という意見が示されていて、ことばを使って遊ぶ企画が楽しんで見られている

ことがよくわかった。ことばの魅力を追求しながらそれを視聴者と共有できるこうし

た番組を、これからも作っていってほしい。 

 

○  ６月２４日（水）の世界で一番美しい瞬間（とき）「７０００匹の猫が街にあふれ

るとき ベルギー・イーペル」を、タイトルにひかれ「7,000 匹の猫はさぞや壮観だ

ろう」と思い視聴した。実際はベルギーのイーペルという町で３年に１度開催される

猫祭りを取り上げた番組で、猫にふんした人間の数が 7,000 ということだった。猫祭

りの悲しい由来や、町中の人が猫を大切にしていることが紹介され、イーペルは猫に

とって天国のような町であることがよく分かった。 

 

○  ７月１日(水)のひるブラ「夏グルメ！島の“生そうめん”～香川・小豆島～」を視

聴した。小豆島といえばオリーブやしょうゆが有名だが、温暖な気候と海からの潮風

を生かしたそうめん作りが江戸時代から盛んで、最近では「生そうめん」が注目を集

めているという。番組では、生そうめんの弾力が一般的なそうめんのおよそ３倍ある

ことを説明するため、そうめんと箸の模型を使ったフリップを使っていた。テーマに

沿った工夫で印象に残った。また巨大なそうめんの模型で、生そうめんの「外はカラ

カラで中はしっとり」な状態を説明していたのもわかりやすく、手の込んだ演出に感

心した。生そうめんの生産過程も紹介されたが、乾燥も切り分けも地道な手作業で、
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手間暇かけて作られていることがよくわかった。小豆島ならではの貴重な生そうめん

を一度は食べてみたい、と思える内容だった。進行役の保里小百合アナウンサーが突

然ジャケットを着てメガネを付け、「そうめんニュースの時間です」とニュース風に

語り始める演出も、番組にメリハリがついてよかった。生そうめんを使った「オリー

ブ生そうめんペペロンチーノ」や「オリーブ生そうめん生春巻き」など斬新な料理の

数々にも驚かされた。リポーターの秋元才加さんは食べっぷりがよく、料理がとても

おいしそうに見えた。生放送ならではのちょっとしたハプニングもあったが、保里ア

ナウンサーは笑顔でカバーしていて好感を持てた。秋元さんの安定したリポートと保

里アナウンサーの魅力で、限られた放送時間でも慌ただしくならず、小豆島の生そう

めんの魅力がたっぷりと伝わってきた番組だった。 

 

○  ７月１日(水)の歴史秘話ヒストリア「漱石先生と妻と猫～“吾輩は猫である”誕生

秘話～」は、松山にゆかりのある夏目漱石を取り上げるとあって、楽しみに視聴した。

結局番組に松山は出てこなかったが、大変興味深い内容だった。熊本の高等学校で英

語教師をしていた２９歳の漱石のもとに、東京で暮らしていた１９歳の鏡子が嫁いで

きたところから番組は始まっていた。再現ドラマでの俳優たちの演技がとてもよく、

生真面目で偏屈な明治の男と、大ざっぱだが少々のことでは動じないおおらかな女性

という、漱石夫婦の姿がうまく描かれていた。鏡子が流産から体調を崩し川に身を投

げるほど心を病み、それを漱石がいたわっていたというエピソードからは、後に漱石

を支え続ける鏡子の原動力はこの時に培われたのだろうと思えた。また漱石が３３歳

から２年半、イギリスに国費留学した時、文学とは何かを追い求めるあまり精神が不

安定になっていったことを、この番組で初めて知った。これまで漱石には「知的でク

ール。喜怒哀楽をあまり出さない偉大な文豪」という印象を持っていたが、深い人間

味を感じることができた。また、数多くの有名作品から長い作家人生だと思っていた

が、３７歳の時「吾輩は猫である」でデビューしてから、４３歳で大病を患い４９歳

の若さで亡くなるという、非常に短期間の活躍だったことにも驚かされた。番組冒頭

の猫カフェや猫の島と呼ばれる大洲市青島の紹介は印象的で、再現ドラマの途中に挿

入された孫の夏目房之介さんや作家の鳥越碧さんのインタビューも番組に深みを与

えていてよかった。漱石の生い立ちや幼少期について、もう少ししっかり紹介してく

れたらさらによかったと思う。 

 

○  ７月３日(金)の四国羅針盤「どう育てる 地方発ベンチャー」では、ベンチャー企

業を大きく成長させようという動きが四国で活発になっていることを取り上げてい

た。さまざまなベンチャー企業の研究や活動を知ることができたし、金融機関や大学

がベンチャー企業と積極的に関わろうとしている新しい動きがよくわかった。番組で

は会社名や社長の名前も出していて、企業名の提示について以前より柔軟になってい
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ると感じた。ＮＨＫでは、文化、芸術、生活、社会などさまざまな分野の番組がある

が、地域経済がテーマの番組はまだ少ないと感じる。ぜひこうした番組を制作してい

ってほしい。 

 

○  ７月３日(金)の四国羅針盤「どう育てる 地方発ベンチャー」は、私が会社を経営

していることもあって興味深く視聴した。今後人口減少によって市場が小さくなる中、

今と同じビジネスモデルのままでは状況は非常に厳しくなる。四国で新しいことに勇

気をもって挑戦する人たちがいることはとても頼もしく、元気が出る番組だったと思

う。ベンチャーファンドは、将来有望と見込まれるベンチャー企業に投資家から集め

た資金を投資して上場を目指すが、実際に四国でも１１社に投資して６社が上場して

いることに驚いた。金融機関から融資を受ければ当然返済が必要になるが、ファンド

からの出資の場合、企業はファンドとリスクを共有しながら利益が出れば配当すると

いう形をとる。返済がないことへの安心感をベースに、ベンチャー企業が新たな一歩

を踏み出していることに時代の変化を感じた。スタジオゲストの立教大学教授・山口

義行さんの発言も的を射ており分かりやすかった。ベンチャー企業が成功するには、

独自の技術や特殊なビジネスモデルに加えて、経営者の強い熱意が必要だという。言

うのは簡単だが非常に難しい部分で、やはりそこが一番の肝になるだろうと思った。

番組では松山の企業や銀行、徳島大学や香川大学の活動を紹介していたが、高知につ

いては紹介されず寂しく思うと同時に、自分たちも頑張らなくてはいけないと思わさ

れた。 

 

○  ７月３日（金）のしこく８ ビタきん！「しこく１週間」は、徳島県の伊島を訪ね

たお笑いコンビと住民との交流を追った番組だった。番組で、将来何になりたいかと

尋ねられた島の男の子は「漁師になる」と答えていた。子どもたちが漁師の親の後ろ

姿を見て同じ職業に就きたいと思う様子には、過疎化が進む中での、次の世代へのバ

トンタッチのヒントがあると感じた。 

 

○  ７月３日（金）の廃炉への道 全記録 ２０１５「“核燃料デブリ”未知なる闘い」

(ＢＳ１ 後 9:00～9:49)では、東京電力と国が福島第一原発の原子炉を４０年かけて

処分・解体する計画の最初のステップとして、溶け落ちた核燃料デブリがどこにどの

ような状態であるのか調査する現場を取材していた。宇宙線を使って火山を透視しマ

グマの位置を明らかにするのと同じ手法で、核燃料デブリの位置を突き止めているこ

とを初めて知った。ただ、事故から４年以上経った今でも、デブリがどこにあるのか

映像で確認することすら難しい状況だという。今後の撤去作業がどれほど困難か思い

知らされた。アメリカ・スリーマイル島の原発事故では、事故が起きた原子炉は１基

だけでデブリも炉内に留まっていたが、福島第一原発の場合は原子炉を突き破ったデ
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ブリが格納容器にまで達していた。原子炉も３基あることを考えると、撤去作業は私

の孫の代でも完了しないのではと思ってしまう。作業中の隠蔽や不正を防ぐ意味でも、

ＮＨＫは成功失敗にかかわらず廃炉作業のすべてを映像に記録して世界に発信し、後

世に残してほしいと思う。 

 

○  ７月４日(土)の「オリンピックコンサート２０１５」(総合 後 3:05～4:24)は、６

月１２日に東京国際フォーラムで開かれた、オリンピックを推進しその精神を広く伝

えようという趣旨のコンサートの番組だった。コンサートはオーケストラの演奏と映

像とのコラボレーションによるもので、テーマは「つなごう、聖なる炎を！」。オリ

ンピック聖火がそれぞれの大会でリレーされていく過去の映像から始まり、聖火の意

味や炎と共につないでいく思いや歴史を感じることができた。ほかにも、選手たちの

厳しいトレーニング姿や大舞台を前に緊張する様子、勝利してうれしい顔、負けて悔

しがる顔など、さまざまな印象深い映像が使われていた。映像に合わせたオーケスト

ラの見事な演奏と相まって、感動で胸が詰まる思いだった。コンサートにはオリンピ

ックで活躍した選手も登場し、当時の苦労や現在の活動について語っていた。会場に

いる人や放送を見た人はオリンピックをより身近に感じることができたと思う。現役

選手が登場して競技を紹介したり抱負を語っていた演出もすばらしく、競技を広く応

援してもらうきっかけにもなったと思う。感動と勇気をいただき、自分も頑張ろうと

思える番組だった。ぜひ実際に生でこのコンサートを見てみたいと思った。 

 

○  ７月４日(土)に再放送されたＮＨＫスペシャル生命大躍進 第２集「こうして“母

の愛”が生まれた」(総合 後 4:25～5:14)は、幅広い年齢層の知的好奇心を刺激する、

非常に質の高い番組だった。レトロウイルスの感染によってＤＮＡに大異変が起こり

胎盤が生まれたことや、母体が赤ちゃんを異物と認識して攻撃するのを防ぐ役割を胎

盤が担っていることを、ＣＧ画像を使って非常に分かりやすく説明していた。この番

組を見て、お腹の中でおよそ１０か月子どもを育てる母の愛は何者にも勝るもので、

父の愛ではなかなか勝てないだろうと思った。 

 

○  ７月１０日(金)の四国羅針盤「どう伝える 戦争体験」は、日本の人口の８割が戦

争を知らない世代となり、教師が子どもたちに戦争のことをどう伝えるか悩んだり、

戦争の語り部として活動してきた方も高齢になっていたりと、戦争体験をどう伝えて

いくか、学校でも住民の間でも模索している実態がよく分かった。私も１０歳の頃に

戦争を経験していて、その事実を子どもたちにどう伝えていくか考えている。番組で

も言及していたが、戦時中の用語が今の子どもには伝わらなくなっている。防空壕と

は何か、焼い弾とは、英霊とは、といったことから説明しなくてはいけない。戦争体

験者の話を聞いた若者へのアンケート調査の「あまり覚えていない」「どこか遠い国
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の話に感じる」という声も紹介されていた。私が戦争について子どもたちに説明した

時も、話を聞いた彼らに実感は伴っていないだろうと感じたことがある。過去の戦争

の悲惨さを伝えることは大事だが、今の時代を見つめ直し、この瞬間にも世界中で続

いている戦争について知ることが、戦争をリアルに感じるきっかけになる、というゲ

ストの写真家・長倉洋海さんのことばは実に示唆に富んでいたと思う。戦争によって

文化や生活、自分のしたいことがすべて失われることを伝え、それを自分の立場に置

き換えて受け止めてもらうことが重要だ、という話にも大いに納得できた。 

 

○  日曜日の朝に放送している「サキどり↑」をよく見ている。７月１２日(日)のサキ

どり↑「一発逆転！私はあきらめない」では、以前番組で紹介した取り組みがその後

どうなっているか検証していた。この番組では、福祉などさまざまな分野でのユニー

クな事業を取り上げているが、取材した時はよくてもその後に問題が発生してうまく

いかなくなったケースもあると思う。こうした形で検証して報告するのはとても大事

ですばらしいと思った。 

 

○  デジタル放送になって、番組の詳しい説明をデータ放送で見られるのはとても便利

だと感じている。ただデータ放送に番組の再放送の予定は入れられないのだろうか。

特に番組を途中から見た時に、再放送の予定が分かれば大変便利だと思う。 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２７年６月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

６月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１５日(月)、ＮＨＫ松山放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」報道に関する調査報告を受けた再発防止策に

ついて説明があった。続いて、７月の番組編成について窪川放送部長から、放送番組モ

ニター報告について亀井考査主査から、視聴者意向について菅原広報･事業部長から、そ

れぞれ説明があった。そのあと事前に視聴してもらった、四国羅針盤「ビッグデータが

婚活を変える」と放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議は終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  大塚 岩男 （（株）伊予銀行頭取） 

副委員長  松井  忍   （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員  新井 裕史 （四国電力常務取締役） 

坂田 千代子（株式会社あわわ会長） 

宅間 一之 （高知県立歴史民俗資料館顧問） 

田坂 實   （越智今治農業協同組合 経営管理委員会会長） 

長井 基裕 （愛媛新聞編集局長） 

村田 明広  （徳島大学大学院 ｿｼｵ･ｱｰﾂ･ｱﾝﾄﾞ･ｻｲｴﾝｽ研究部 教授） 

森本 道義 （日本ＪＣシニア・クラブ 高知ブロック担当世話人） 

 

（主な発言） 

＜四国羅針盤「ビッグデータが婚活を変える」（総合 ５月１５日(金)について＞ 

 

○  タイトルにある「ビッグデータ」と「婚活」との関係を、全く想像できないまま視

聴した。番組では、婚活でよくある、結婚相手の条件を絞ることが、実はその条件か

ら外れた相手との可能性を排除してしまう問題があることが、指摘されていた。それ

がビッグデータを活用することで、条件外の相手と出会える機会が増え、成婚の可能

性が広がっていることが報告され、ビッグデータと婚活を組み合わせる意味がよく理

解できた。ビッグデータの複雑な活用法も、アニメーションを使ってわかりやすく説

明されていた。また、婚活を実り多い豊かなものにしようとする、さまざまな取り組

みについても知ることができた。その一方で、利用者がコンピューターに向かって結

婚相手を探す姿は、インターネットで買い物をしているようで、どうしてもなじめな

かった。スタジオゲストとして、「婚活」ということばの生みの親の１人で、相模女

子大学客員教授の白河桃子さんが出演していた。彼女が言うように、ビッグデータを

もとに出会いの機会をいくらつかんでも、当事者の積極的アプローチがなければ結婚
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には至らない。最近の若者には人と深くつきあうことを避け、自分の世界を守ろうと

する傾向があると言われる。どんなに情報技術が進み制度を整えても、一人一人が豊

かな人間関係を結びたいと思わない限り、この問題は解決できないだろうと感じた。

また、未婚化・晩婚化の進行は社会全体の深刻な問題だ。国や自治体が婚活を積極的

に進めねばならない状況にあるのは理解できるが、婚活以前にまず、結婚や子育てが

困難な社会を改善していかなければならないとも改めて思った。 

 

○  この番組が、えひめ結婚支援センターによる 200 万件ものデータを使った婚活サポ

ートに着目しながら、現代の多様な結婚観にまで言及していた点をまず評価したい。

「人と人の縁を結ぶ手段がデジタル」という今を象徴するテーマについて、支援セン

ター、利用者、専門家の声を交えて分かりやすく伝えていた。ビッグデータを活用し

て新たな候補者が提示される仕組みが、アニメーションを交えて説明されたが、大変

理解しやすかった。「お見合いおばさん」が減り、コンピューターがその代わりを果

たしている現状がよくわかり、地域社会の変容を改めて実感できた。スタジオゲスト

の白河さんの「婚活する人の多くが、相手に断られることを恐れ、受け身になってい

る」という指摘は、今どきの若者のコミュニケーションのあり方を示しているようで

興味深かった。ただ、少子化・未婚化・晩婚化が進む中、国を挙げて婚活支援に取り

組んでいるといっても、「結婚しない」という選択もあるはずだ。行政が国民の自由

意志に介入することが果たして正しいのか、という視点があってもよかった。ビッグ

データを扱う上では、情報流出をどう防ぐのかも課題で、セキュリティー対策につい

ても説明してほしかった。番組後半では、赤ちゃんと触れ合いながらのパーティーな

ど多様な婚活について紹介されたが、「ビッグデータが婚活を変える」という番組タ

イトルにはそぐわないと感じた。 

 

○  未婚化・晩婚化が進んでいる実感はあったが、５０歳までに結婚したことがない「生

涯未婚」の人が、男性で２０パーセント、女性で１０パーセントを超えているという

現実にまず驚いた。未婚化は今後急速に進み、少子化に拍車をかけ、社会や経済に大

きな影響を及ぼす、という説明も納得できた。仲人がいない結婚式も今では当たり前

になっている。かつてのおせっかいなおじさんやおばさんが、男女の結びつきにいか

に大きな役割を果たしていたか、改めて気づかされた。現在の婚活事情がよくわかり、

婚活が実らず悩んでいる人には多くのヒントが与えられたと思う。番組は、支援セン

ターを利用したことで結ばれ、幸せを実感する夫婦の様子から始まり、支援センター

やビッグデータを活用した取り組みを紹介した後、スタジオゲストの白河さんとキャ

スターとのトークとなる。この流れはとてもわかりやすかったし、白河さんの考えや

指摘には納得できる点が多く、よい人選だと思った。ビッグデータの裏付けは心強い

ものだが、婚活を成功させるには、自ら積極的に動く必要があることもよく分かった。
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支援センターに登録したり婚活パーティーに参加する人は、十分に積極的だと思うが、

そこまでできない人のためにも、番組で支援センターの利用方法や場所の紹介があれ

ば参考になったと思う。昔のお見合いや結婚式の様子を紹介して、今昔の結婚の対比

があればさらによかったとも思う。また婚活だけに終始せず、雇用の安定や子育て支

援など、結婚成立に必要なそのほかの要因にも触れてほしかった。番組の取材を受け

ていた２年間婚活を続けてきた奥村渉さんは、３０人に申し込み２人と会ったという。

人のよさそうなこの人がなぜ成婚に至らないのか不思議に思った。お見合いはもとも

と高い確率でまとまるものと思っていたので、成功率が想像以上に低いことに驚いた。

また、日本年金機構の個人情報流出が問題になっているが、今回紹介されたビッグデ

ータも大変重要な個人情報であり、万全の管理や運用が必要だと感じた。 

 

○  ビッグデータを使ってふさわしい相手を薦めるシステムが、婚活に悩む人の救いと

なるのかを追った番組だった。人間は人生の伴侶までコンピューターに頼って選ぶよ

うになったのかと、関心と戸惑いを持って視聴した。まず番組の始めに、未婚化・晩

婚化が進む現実を生涯未婚率の推移を示し紹介していたのは説得力があった。支援セ

ンターでは、蓄積したビッグデータを国立情報学研究所の協力も得て活用し、その人

に合う相手を薦めてくれるという。従来の婚活とは違う全く新しい試みで、とても興

味深くおもしろかった。利用者の「ビッグデータの裏付けがあるから迷わず申し込め

た」というインタビューや、婚活成功率が従来の１３パーセントから２３パーセント

に向上したという実績には驚かされた。「婚活」と言うことばの生みの親というスタ

ジオゲストの白河さんは、「ビッグデータの活用は“お見合いおばさん”のやってい

たことを置き換えたものだ」と説明していて、なるほどと納得させられた。ただ、「結

婚の形や条件を求めることから脱け出し視野を広げるべき」「受け身の姿勢をやめて

自ら積極的に動くべき」というアドバイスはよく言われていることで、新鮮味を感じ

られなかった。国を挙げて支援しなければ交際や結婚に至らない現実があり、さまざ

まな工夫が求められるのも仕方ないとは思う。ただ、コンピューターに相手を探して

もらい、それを裏付けにして結婚に向かおうとする人の姿は、すんなりとは受け入れ

がたく、いろいろと考えさせられた番組だった。 

 

○  ＩＴ関係の仕事をしているため、ビッグデータの活用には非常に興味があり、期待

して番組を見た。ＩＴを駆使した婚活が愛媛県で大きな成果を出していることは理解

できたが、番組の主題である、ビッグデータを活用することで従来の婚活から何がど

う変わったのか、については紹介が薄いように思い残念だった。婚活よりもビッグデ

ータがテーマの番組と思っていたので、キャスターの「ビッグデータを生かした婚活

をどう見るか」という質問に、スタジオゲストの白河さんが「優秀なお見合いおばさ

ん」とアナログ的なたとえで答えていたのには違和感を覚えた。希望の条件から外れ



4 

ても柔軟な対応ができる、というニュアンスで言ったのだと思うが、「ビッグデータ」

と「お見合いおばさん」とはあまりにミスマッチで、主題がぼやけてしまったと思う。

ゲストには婚活の専門家だけでなく、ビッグデータの運用に詳しい人も起用すべきで

はなかったかと感じた。また、赤ちゃんとの触れ合いを生かした婚活も紹介されたが、

ビッグデータとの関連がなく、これも主題がぼやけた原因だと思う。少子高齢化が社

会問題になっている今、国を挙げての結婚対策が始まり、婚活のＩＴ化で相手探しが

便利になる一方、結婚相手に過度な期待を持ったり「幻の相手」を探し続けてしまう、

婚活の現状がよく理解できた。その分番組タイトルは、ビッグデータの活用よりも婚

活に重点を置いて、「２０１５婚活最前線」などとするのが適切ではないかと思った。

ＩＴを駆使して、職場や友人以外でも効率よく相手を見つけられるようになったこと

は評価できると思う。ただ、結婚という人生の大きな決断にあたって、データを信頼

しきって本当にいいものか。ＩＴの活用は単なる入り口に過ぎず、本質的には直接の

コミュニケーションが大切だと思う。人と人とのコミュニケーションや信頼関係につ

いて、価値観が大きく変わりつつあると感じた。映像について、赤ちゃんとの触れ合

いを生かした婚活の場面で、同じ画面なのにある人は顔にぼかしが入り、ある人はそ

のままなのはアンバランスな印象を受けた。顔を映せない人がいるのも理解できるが、

映像を編集して、映せる人映せない人が混在する場面を無くせないのかと思った。そ

の一方、ビッグデータを活用して婚活していた奥村さんが、顔を出しての撮影に応じ

ていたのは、番組に説得力を与えていてすばらしかった。 

 

○  未婚化が進む中、えひめ結婚支援センターがこれまで蓄積したビッグデータを利用

して、結婚相手を薦めるシステムを運用していることが紹介されていた。コンピュー

ターに相手を選んでもらうことには違和感を覚えるが、番組としては非常におもしろ

かった。ただ、提示された生涯未婚率のグラフが５年ごと推移で、最新のデータが

2010 年というのは、あまりにも古い印象を受けた。また、200 万件というデータが本

当にビッグデータと言えるのか疑問も湧いた。その一方で数の問題ではなく、複雑な

データ解析で従来の方法とは違う相手が紹介されることを、「ビッグデータ利用」と

して強調したかったのではないかとも思った。通常の検索条件では対象から外れる相

手が、ビッグデータを使うと選ばれるようになるには、検索条件を無視・緩和するプ

ロセスがあるように思う。そのあたりはもっと詳しく説明してほしかった。スタジオ

ゲストの白河さんは、職場など狭い範囲で相手を見つけることを「釣堀で魚を釣る」

と表現していた。結婚相手を探すことを魚釣りにたとえるのは不適切だと感じた。

「相手の年収が理想の条件と合わなくても、女性が働いて補えばよい」という発言も、

子どもができるなどして十分に働けなくなると生活が行き詰まってしまう可能性も

あり、ある程度の年収を求める必要も現実にはあると思う。支援センターに登録して

いる男性は、それなりの年収があるのではないかと想像した。かつては年配の男性が
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女性に「早く結婚したら。いい人紹介するよ」などと世話を焼くこともあったと思う。

そんなことも今ではセクシュアルハラスメントと見なされがちだ。そうした社会環境

の変化も未婚化に影響を与えているように思う。支援センターに登録している人たち

が１人でも多く希望をかなえられるよう、努力している関係者の姿には感銘を受けた。 

 

○  少子化対策として自治体が婚活を支援するケースは増えているが、とうとうコンピ

ューターが相手を選ぶ時代が来たかと思った。番組冒頭に紹介された生涯未婚率は、

男性が２０パーセント、女性も１０パーセントに達し、今後さらに上昇するという。

コンピューターに頼ってでも新たな出会いを生み出そうとする関係者の危機感が納

得できた。ビッグデータを使った婚活システムで好みの相手の傾向を分析するのは、

インターネットの通販サイトで「この商品を見た人は、こちらの商品にも興味を持っ

ています」と表示されるのと似ていて、企業のマーケティングシステムのようだった。

ただ、男女が実際に会う時はボランティアが立ち会うなど、人間のフォローがうまく

機能しているようなのには感心した。赤ちゃんとの触れ合いを生かした婚活パーティ

ーの場面では、参加者の顔がわからないよう画面のほとんどがぼかしになっているこ

とも多く、見づらかった。個人の特定を避ける事情はわかるが、後ろ姿を撮影したり

映ってもよい人を中心に撮影するなど、工夫してほしかった。スタジオゲストの白河

さんは、少子化問題に詳しいジャーナリストだけあって、「アクティビティ婚活」な

ど新しいことばの紹介や、最近の婚活の傾向と分析が興味深く、最適の人選だと思っ

た。独身の子を持つ親として終始真剣に番組を見たが、同じような視聴者も多かった

と思う。愛媛の成功事例を全国の自治体が取り入れ、国の少子化対策の契機となるこ

とを期待したい。 

 

○  未婚化とそれに伴う少子化が急速に進む中、結婚支援が国や地方自治体の重要課題

になっている。両思いになれそうな相手を見つけるためビッグデータを利用したり、

相手の人柄に触れる機会を設けた男女交流イベントが催されたりする、結婚支援の現

状と課題を示し、婚活成功の秘けつを探る番組だった。番組では特に、支援センター

がビッグデータを処理・分析して、実績をあげていることに注目して、婚活という人

の営みに、無機的なビッグデータが大いに役立っているギャップを浮き彫りにしてい

た。ただ、ビッグデータに焦点を当て過ぎて、結婚支援の現状と課題という大事なテ

ーマからはやや脱線気味に感じた。支援センターの能智千恵子さんが「システムで徹

底的に合理化して、婚活ボランティアの温かみでしっかりフォローする」と話してい

たが、どのようなフォローがあるのかも紹介してほしかった。また、ビッグデータと

は何かについてもう少し解説してもよかったと思う。ビッグデータには、既存の一般

的な技術では管理が困難な量や多様性のあるデータ、および蓄積・処理・分析の技術

という意味と、データから有用な意味や洞察を引き出せる人材や組織という意味があ
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ると思う。支援センターは、ビッグデータの処理・分析の技術を使い、データから有

用な意味を引き出せる組織だとは思うが、使っているデータの量や多様性、発生と更

新の頻度は小規模で、ビッグデータとは言い難いと感じた。 

 

○  私の働く職場でも未婚者の増加が目立っており、彼らの感覚も時代背景も私の世代

とは様変わりしたと感じる。番組で紹介していた生涯未婚率の、男性２０パーセント、

女性１０パーセントという高さには改めて驚いた。そうした中、全国でも注目されて

いる愛媛県の婚活事業を取り上げたことは、とてもタイムリーだと思う。２年ほど前

に放送した、ＮＨＫスペシャル震災ビッグデータ Ｆｉｌｅ．２「復興の壁 未来へ

の鍵」で、東日本大震災からの復興について、金やモノの流れをビッグデータを使っ

て紹介していた。ビッグデータは国の地域活性化モデルでも導入され始めていて、現

代の生活やビジネスに浸透しつつある。この番組はその入門編として、ビッグデータ

について幅広い人に知ってもらうよい機会になったと思う。私の会社でもビッグデー

タの活用を模索しており、強い関心を持って視聴した。データは万能ではない。デー

タをどう活用するか、人間力やコミュニケーション力こそ大事だと思う。婚活でも、

単純な条件の照合だけではなかなか結婚まで至らない中、社会性やコミュニケーショ

ンに注目した「アクティビティ婚活」によって、条件だけではわからない相手の人柄

が見えてくる、という説明には納得できた。結婚相手を探す時「絶対にこの人と結婚

する」と思っているようでも、実は「これくらいの人ならまあいいか」という許容範

囲の中で一目ぼれして結婚に向かうのだと思う。そうした極めて人間的な選択が、ビ

ッグデータを使って上手になされているのだろう。今後、ビッグデータの活用が進化

して人間性とうまくかみ合えば、ビジネスなどにもさらに生かしていけると思う。番

組中「昭和の結婚からの脱却」ということばが使われていた。同じ昭和でも、戦後ま

もなくと高度成長後、バブル崩壊直前では、社会情勢や経済状況の激変を受け、結婚

観も大きく変わっている。「昭和の結婚」ということばをどういう意味で使ったのか

知りたいと思う。「婚活」というテーマでは、晩婚化が進む理由や結婚をしない、で

きない理由など、知りたいことは多く、今後も継続して取材していってほしいと思う。 

 

○  少子化と加速する未婚化・晩婚化に対して、多くの自治体がさまざまな対策を行っ

ていることは聞いていた。婚活データを紙ベースで保管し、申込者の希望とマッチン

グさせ紹介している結婚相談所は多いと思う。企業のマーケティング同様、申込者の

行動パターンも分析してマッチングにつなげている支援センターの事業については、

この番組で初めて知ることができた。システムで合理化できるところは合理化し、そ

の上で「愛結びサポーター」と呼ばれるベテランのボランティアが引き合わせを行う

など、温かい支援があるのが印象的だった。200 万件ものデータを分析して、従来の

方法では見つからなかった新たな相手を探し出すシステムは、成婚の可能性を広げ、
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自分自身についての新たな発見も促す画期的なものだと思った。データを分析した結

果、お見合いは女性から男性に申し込んだ方が倍の成功率になることや、男性が若い

女性を選びがちでうまくいかなくなることなど、数字で裏付けられた実情がわかりお

もしろかった。その一方、条件を入力すればふさわしい相手と出会えるというシステ

ムは、むだなく合理的ではあるが、作業的で血の通っていない印象も受けた。ビッグ

データを使ったシステムの成果については、さらに詳しく知りたかったし、このシス

テムを利用して婚活している奥村さんのその後も追いかけてほしかった。スタジオゲ

ストの白河さんは、テンポよくはきはきと話し、ばっさりと厳しい発言もできるよい

人選だったと思う。新たなシステムについて「よくできるお見合いおばさん」という

たとえや、今どきの結婚についての解説はとても説得力があり、知人の未婚者にもア

ドバイスしたいと思った。番組後半では、男女で一緒に物事に取り組んだり、楽しみ

ながら相手の人柄や雰囲気がわかる「アクティビティ婚活」について紹介していた。

婚活も時代や状況に応じて多様化していることがよくわかった。番組を見た婚活中の

人は、さまざまな工夫や取り組みを知って、さらに一歩を踏み出すきっかけを得たの

ではないだろうか。 

 

○  国を挙げて結婚支援の取り組みが行われている現実を初めて知ることができた。生

涯未婚率が上昇を続けているデータが紹介されていたが、将来の不安を感じずにはい

られなかった。ふさわしい相手をコンピューターが薦めるシステムが、愛媛の結婚支

援センターに全国に先駆けて導入され成婚率を上げていることにも驚いた。ビッグデ

ータをどのように分析し、その人に合う相手を絞り込んでいくのか、グラフや図を使

っての説明は大変わかりやすかった。最近の婚活パーティーでは、一緒に赤ちゃんと

触れ合うなど、将来の生活を想像しながら相手を見つける取り組みをしているのも興

味深かった。コンピューターのデータを心のよりどころにして理想の相手を探し求め、

婚活パーティーやセミナーに参加する。さらにボランティアのスタッフがフォローし

て結婚への後押しもする。現代社会でいろいろなことが便利になると、人間どうしの

つながりは希薄になりがちだが、最後はこうした人の温かみで結ばれていることに安

心した。自分の子が結婚する時は、このビッグデータの活用法がどう進化しているの

かと期待が膨らんだ。愛媛の優れたシステムの恩恵で結ばれるカップルが増え、少子

化が改善されることを期待したい。 

 

 

 

（ＮＨＫ側） 

         今回婚活を取り上げたのは、少子化という大きな課題の処方箋とし

て注目を集めているからだ。愛媛はビッグデータの活用では全国でも
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先進県で、この取り組みを突破口に、婚活の現状や課題について提示

できたらと考えた。少子化の対策としては、婚活以前に、結婚や子育

てを困難にしている社会状況の解決を目指すことは大事だが、地元四

国の先進的取り組みを紹介する意味でも、今回は婚活に焦点を絞った。

ご指摘のように、一人一人が自由意思で行う婚活に行政が入ることが

正しいのかという視点や情報セキュリティーの問題については、言及

する余地があったと思う。結婚相手をコンピューターに頼って選ぶこ

とへの違和感もわかるが、ビッグデータを支えにする「データ信仰」

とも言うべき状況が生まれている意外性も、番組で伝えたかった。条

件に縛られず視野を広げたり、受け身をやめ積極的に動くことが大切

だ、という提言が新鮮味に欠けたという意見もあった。ビッグデータ

の活用など最先端の手法が登場する一方、婚活の最後の決め手となる

のは時代を越え変わらない普遍的なものだとも、言えるのではないだ

ろうか。「優秀なお見合いおばさん」というたとえは、「条件に合わ

なくてもこんないい人がいるよ」と薦める昔ながらの人を介した縁結

びを、最新のデジタルで行うおもしろさを伝えようと使ったものだっ

た。違和感なく受けとめられる説明が必要だったかもしれない。 

              取材をしてわかったことだが、婚活で検索ツールを与えられた人は、

よりよい条件を求めすぎて、現実世界にいないような相手を探してし

まいがちになる。一人で行う検索では、自分の視野が狭くなっている

ことになかなか気づけない。そのため結婚支援サービスの中には、条

件以外にも視野を広げようと占いや相性診断を行っているところもあ

る。それに比べて今回紹介した、ビッグデータの裏付けに基づいて相

手を薦める手法は、説得力があると感じている。ビッグデータの薦め

なら「この人に申し込んでみよう」と勇気を持てる利用者は多い。デ

ータが背中を押してくれていると感じた。セキュリティーについて、

利用者はセンターに携帯電話やメモを持ち込むことが禁止され、情報

も決められた場所で写真とプロフィールしか閲覧できない。サポート

するボランティアも専門の弁護士から個人情報を扱う研修を受けてお

り、情報の管理は徹底している。こうしたことはもう少し詳しく伝え

るべきだったと思う。 

         「昭和の結婚」ということばで、結婚して夫婦と子ども２人ほどの

家族ができて、夫が働き、妻は専業主婦で子育てを担う、というかつ

ての結婚観・家庭観を表現したかった。ご指摘のとおり、昭和でもそ

うした形は崩れ出していて、もっと説明が必要だったとも思う。婚活

のビッグデータは、確かにインターネットの通販サイトの推薦機能に
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近いものだと思う。通販はモノを扱うのに対し、婚活は人間が対象で

相手にも選択権があることがシステムを複雑にしている。ただ、根本

にある考え方は同じだと思う。生涯未婚率データは５年ごとしかなく、

直近は 2010 年とやや古いが大きな傾向は継続しているので、文脈を誤

ることにはならないと考え使用した。結婚を「釣堀で魚を釣る」とた

とえたことばは、ゲストの発言だったこともありそのまま放送したが、

さまざまな感じ方をする視聴者がいることを意識する必要があると改

めて感じた。婚活パーティーで顔をぼかしている場面が多いことにつ

いては、撮影の途中で「顔は出さないでほしい」と言う方もいて、ぼ

かしのない映像だけで放送するのは難しいのが実情だ。ビッグデータ

に焦点を当て過ぎて、結婚支援という主題から脱線しているという指

摘を頂いた。番組では、支援センターのビッグデータ活用を通して、

結婚支援の現状と課題を伝えようとしたが、至らないところもあった

と思う。ビッグデータの定義については、いわゆる広義のビッグデー

タとして捉え、支援センターも「ビッグデータ」ということばを使っ

ていることもあり、あえて厳密には考えず制作した。ＮＨＫでは、東

日本大震災時の携帯電話の位置情報を集積したビッグデータを解析し

て、今後の災害対策を考えるＮＨＫスペシャルを制作するなど、ビッ

グデータに注目したさまざまな番組を放送している。今回取り上げた、

ビッグデータを生かした婚活については、５月２３日に総合テレビで

全国放送した番組「データなび 世界の明日を読む」でも紹介した。

今後もビッグデータが社会に浸透していく動きに注目していきたい。 

         番組で紹介した結婚支援は、県が委託している事業で、民間のサー

ビスにあるような年収制限などはなく、基本的に誰でも登録して利用

できる。また支援センターでは、データだけに頼るのではなく手厚い

フォローも行っている。実際にカップルが成立したとき、１組に１人

担当者が付いて相談に乗ったり、告白のタイミングや伝え方までアド

バイスしてくれる。こうしたきめ細かいフォローがあるからこそ、デ

ータを使った婚活がうまくいっていることを、もっと踏み込んで伝え

るべきだった。 

          

＜放送番組一般について＞ 

  

○  ４月１７日(金)

(総合 後 7:30～8:43)は、先月の番組審議会の視聴番組にもなっていたが、案外地元

の人が見ていないことが気になった。知事や県の職員にも尋ね、見ていないという人
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には自分で番組をダビングして配った。この番組で紹介されていた戦後の四国の映像

は、地域が立ち上がることの大切さを強い説得力で訴えかけてくるものだった。地方

創生が求められる今、何とかもっと多くの人に見てもらいたいと思う。 

 

○  ４月２９日(水)に放送した、富司純子さん主演の特集ドラマ「紅雲町（こううんち

ょう）珈琲（こーひー）屋こよみ」(総合 後 7:30～8:43)は、店に置かれている食器

が大変素晴らしく、建物や風景の映像もとても美しかったのが印象的だった。番組で

映るコーヒーがとにかくおいしそうに見え、あのコーヒーの香りを感じてみたいと思

えた。 

 

○  ５月１日(金)の四国羅針盤「若者を投票所へ～１８歳選挙権時代に向けて～」を視

聴した。来年の参議院選挙から、選挙権が１８歳に引き下げられる見通しだという。

２０代の投票率が最も低い中、投票年齢を引き下げても政治への参加意識は低いまま

ではないか、という危機感が関係者にはある。松山では、投票率向上のため大学生を

選挙のコンシェルジュに任命したり、期日前投票所を大学に設ける取り組みが行われ

ている。ただ、それが投票率向上にすぐにはつながらず、若者を投票に向かわせるの

は容易ではないことが紹介されていた。自分の意見をはっきり言わず議論を避ける、

という日本人によくある態度を改め、政治にありがちなどこか裏で悪いことをしてい

るようなニュアンスを取り払い、気軽に話せる雰囲気を作ることが必要だ、という指

摘には大いに納得した。私たち一人一人心がけると共に、ＮＨＫのような影響力の大

きいマスコミが、政治への関心を高める番組を作っていってほしいと思った。 

 

○  ５月６日(水)から全４回で放送した 100 分 de 名著「荘子」には大変感動した。テ

キストも買ったが、テキストで読むのと番組を見て理解するのでは、違う感じ方がで

きたのもよかった。司会の伊集院光さんはたとえ話が適切で、出しゃばり過ぎずにわ

からないところを的確に質問していてすばらしい。彼の存在が、番組をおもしろくし

ていると思う。これからもどんどんいい作品を取り上げてほしい。 

 

○  ５月１０日(日)のＮＨＫスペシャル生命大躍進 第１集「そして“目”が生まれた」

(総合 後 9:00～9:58)を見た。５億４千万年前のカンブリア紀に、感覚器官としての

目を持つ生物が一斉に出現した。生命の進化で謎とされているこのテーマについて最

新の研究を紹介した、非常に興味深い科学番組だった。番組では、“目が誕生”した

のは、植物が持つ光の感覚器官を動物が体内に取り込んだからだ、というＤＮＡ解析

から分かってきたという説が紹介されていた。また、節足動物の目は複眼でぼんやり

としか見えていないのに、脊椎動物の目はより複雑なカメラ眼に進化することで、は

っきり見えるようになったことも紹介されていた。これについては、目を作る役割を
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持つ遺伝子が４倍に増えたことでカメラ眼に進化できた、という番組の説明だけでは、

正直納得できなかった。カメラ眼を持つに至る詳しい経緯の説明があれば分かりやす

かったと思う。またＣＧの映像で、カンブリア紀最大の生物アノマロカリスが研究者

の周りを飛び回っていたが、海にすむアノマロカリスが空を飛べるかのような、誤っ

た印象を視聴者に与えたのではないかと気になった。体長１０センチに満たない生物

オパビニアのＣＧ映像も、実際よりかなり大きな印象だった。ＣＧは視聴者に与える

インパクトが強い分、誤解を与えない配慮が大切だと思う。番組直後に流れたＰＲに

よると、来年１月から愛媛県美術館で特別展「生命大躍進」が開催されるという。ア

ノマロカリスの実物化石の展示を大変楽しみにしている。 

 

○  ５月１９日(火)の先人たちの底力 知恵泉 最下位からの脱出「美しき武将が起こ

いた元親のことがよくわかり、見直されつつある元親の性格や人間像についてもしっ

かり描かれていてとてもよかった。ただ、主人公ゆかりの地を訪ねる「知恵泉紀行」

のコーナーはもの足りなかった。出演していた長宗我部家の１７代目当主だけではな

く、もっと多くの地域の人が元親に対して熱い思いを持っていることを伝えてほしか

った。また、土佐の郷土料理「皿鉢（さわち）料理」として、１つの皿にかまぼこや

刺身、姿ずしなどたくさんの料理を盛った皿が紹介されていた。皿鉢料理では一つの

皿にあれほど多くの料理を載せることはないと思う。不適切だと感じた。 

 

○  ５月２９日(金)のファミリーヒストリー「濱口優（よゐこ）～“はまゆう”の花の

ように、強く～」は、濱口さんの曽祖母が海女だったこと、祖父の次男さんが戦時中

に防空監視で表彰されたことなど、よく調べていると感心した。家系図には写真が添

えられ、続き柄も理解しやすかった。番組はノンフィクションだが、古い写真や映像

を効果的に使い物語的に構成されていた。祖父母や両親の出会いと結婚、次男さんの

ふるさと三重県波切に咲いていた花“はまゆう”への思い、次男さんが大事にしてい

た石段を描いた絵の謎などが、一つ一つひもとかれていく流れは感動的で、５０分が

あっという間だった。それまで知らなかった家族の歴史を初めて映像で見る気持ちを、

濱口さんが「修学旅行を待つ気分。来てほしいが来てしまったらこのドキドキが全部

終わってしまう」と話していたのが印象的だった。広い試写室で一人ＶＴＲに向き合

う設定も雰囲気があってよかった。ふるさとの石段の風景やはまゆうの花を心の支え

に頑張ってきた祖父、息子の高校入試の受験票を宝物と言って大事にしまっている母

親の姿を通して、ことばで伝えなくても思いや生き方は家族に伝わり、子どもの人格

の形成につながるのだと改めて感じた。出演している皆さんは好意的に取材に応じて

いて、ほのぼのとした気持ちで視聴できた。この番組には、多くの人が取り上げられ

ているが、途中で取材を断念したことがあるのか、何人でどれ位の日数をかけ制作し
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ているのか知りたくなった。 

 

○  ５月３０日(土)から始まった土曜ドラマ「ちゃんぽん食べたか」は、さだまさしさ

ん原作の小説をドラマ化した自伝的青春物語だ。昭和４０年代が舞台のノスタルジー

あふれるドラマで、出演者の髪形も服装も違和感なく「昭和の人」になっていて、ド

ラマの世界に引き込まれる。友情や恋愛の行方など主人公たちの今後が楽しみで、朝

から「連続テレビ小説」で見たいドラマだと思っている。土曜ドラマは「限界集落株

式会社」、「６４（ロクヨン）」と見ごたえのあるものが多く、期待している。 

 

○  ６月５日(金)の「いよ×イチ」で放送した企画「しこく戦後７０年・伊方原子力発

電所」は、伊方原発の歴史を丁寧にたどっていて、強い関心を持って視聴した。原発

再稼働が問題となっている今、その是非を考える一助になったと思う。企画では、原

発誘致に関わった元伊方町職員に焦点を当てていたが、バランスよく反対派の人も取

り上げるべきだったと思う。当時の町長の名前に誤りがあり訂正が出ていたのは、記

録性という観点からも残念だった。 

 

○  ６月５日(金)

(総合 後 7:32～8:45)は、過去の番組に比べ学生の句のレベルがものすごく上がって

いる印象を受けた。学生どうし句を批評し合う演出もとてもよかった。この番組を目

標に頑張っている学生が増えているのだと思う。その分お遊び的な要素を抑えた方が、

そうした学生たちの気持ちを尊重できるのではないだろうか。特に「ラッスンゴレラ

イ」「あったかいんだから～」といった、最近流行していることばを入れて句を作り

競わせたのは許せないと思う。司会の漫才コンビも少しふざけ過ぎていると思った。

ことばについて真面目に取り上げ、その上でおもしろいと思わせてくれる番組に磨き

上げていってほしい。 

 

○  ６月７日(日)のＮＨＫスペシャル生命大躍進第２集「こうして“母の愛”が生まれ

た」は、美しい映像とリアルなＣＧで、太古の世界を明確にイメージできる番組だっ

た。卵を産んで子育てをしていた私たちの祖先に、偶然遺伝子の変化が起こり胎盤が

生じたことから、母親がおなかの中で子を育てることになった過程が、非常に分かり

やすく紹介されていた。スーパーコンピューターの発達でＤＮＡ解析や研究が飛躍的

に進み、こうした事実が解明できたという。４０億年という長い時間の中で突然ＤＮ

Ａに変化が生じ、それが今につながっていることは非常に興味深かった。この先私た

ちのＤＮＡに突然変異が起こった場合、想像を絶する人間の進化がありえるかについ

ても知りたいと思った。この番組は、放送日の前日に第１集の再放送を見たのがきっ

かけで見ることができた。シリーズの番組に興味を引きつけるこのような編成はとて
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もよいと思う。 

 

○  ６月８日(月)の「とくしまニュース８４５」で、去年１２月に松山で起きた殺人事

件に関して、徳島の寺の僧侶が逮捕された、というニュースがあった。その中で犯人

のことを「来見僧侶」と、名前に職業名を付け呼んでいた。名前に職業名を付ける時

は「○○社長」「○○教授」のように、敬意を含んで使うのが一般的だと思う。この

場合は、「徳島市の僧侶、来見容疑者」と言うべきではないかと思った。僧侶が殺人

事件を起こしたことを強調する意図が感じられ、違和感を覚えた。 

 

○  ６月１２日(金)の四国羅針盤「知っていますか？モダニズム建築～注目される ２

０世紀の遺産～」は、2000 年以降ユネスコの世界文化遺産に次々と登録され、世界

的に脚光をあびるモダニズム建築の最前線に迫る番組だった。独創的なデザインを持

つモダニズム建築は、鉄、コンクリート、ガラスなどを使い半世紀前に建てられたも

のだ。私が住む香川県高松市にも、世界的建築家・丹下健三が設計したモダニズム建

築の香川県立体育館が残っている。宙に浮かぶ船のようなデザインが特徴的で、地元

では「舟形の体育館」の愛称で親しまれていて、幼い頃この建物を見てワクワクした

記憶がある。そのモダニズム建築が、建てられてからおよそ５０年経ち、老朽化や耐

震性の不安など問題が起きているという。解決するには改修が必要だが、独創的なデ

ザインや特殊な構造のため、ばくだいな時間と経費がかかるのだそうだ。世界のモダ

ニズム建築の評価を進め、ユネスコの世界文化遺産選定に大きな影響力のある国際組

織ドコモモが、去年９月香川県立体育館を訪れ高く評価したが、改修の目途が立たず

結局体育館は閉館となってしまった。愛媛県西条市の旧西条市体育館も予算の問題で

３年前取り壊しになったそうだ。これに対し、ドコモモが日本で最初に価値を認めた

モダニズム建築、愛媛県の八幡浜市立日土小学校では、老朽化の著しい部分だけを建

て替え、価値の高い部分は残して利用を続けているという。建物を地域の財産として

残す取り組みは興味深く、自治体によって目指す方向性は違うのだと感じた。番組で

は、モダニズム建築の特徴や課題、課題への取り組みを丁寧に取材していて、大変勉

強になった。建物の構造をアニメーション的に紹介していたのもわかりやすかった。

モダニズム建築とどのように向き合うのかというテーマも、専門家を招いてしっかり

と掘り下げていたと思う。キャスターの小澤康喬アナウンサーが、専門家のコメント

を共感しつつ膨らませ、さらに問題に切り込んでいく姿勢もよかった。 

 

○  ６月１２日(金)の四国えかこと旅「蟹江一平が愛媛・松野町でアウトドア三昧！？」

を見て、「森の国」と呼ばれる松野町の自然の美しさに感動した。ありのままの自然

を利用した迫力満点のアウトドアスポーツや、自然の神秘を感じられるホタルの観察、

いのしし肉を使ったバーベキューの体験会など、松野町の魅力がたっぷりで、本当に
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ここに行ってみたいと思った。旅人の俳優・蟹江さんは、素直なコメントで松野町の

印象を際立たせ、キャニオニングやサイクリング、カヌーなどアウトドアスポーツを

全身で楽しむ姿にも引きつけられた。適任の人選だったと思う。ほかにもゲートボー

ルを楽しむ小学生やサイクルトレイン、地元のいちごを使ったいちご大福など、地域

の情報が満載だった。ただ、滑床渓谷の滝を滑り降りるキャニオニングがあまりの大

迫力で印象が強すぎ、ほかの情報が薄れてしまったのは残念だった。また、地元で保

護しているというゲンジボタルについて、ホタルの光がうつる映像が何度も繰り返し

使われているように思われ気になった。今回紹介されたアウトドアスポーツはどれく

らいの予算で体験できるのだろうか。ぜひ今度、家族でキャニオニングに挑戦したい

と思う。 

 

○  ６月１４日(日)のＮＨＫスペシャル「沖縄戦 全記録」(総合 後 9:00～9:58)は、

初公開を含む当時の貴重な映像や証言で構成された、非常に引きつけられる番組だっ

た。一次資料をふんだんに使って、歴史的問題が新たな視点から見つめ直されていて、

得るところが大変多かった。戦後７０年の節目となることし、こうした一次資料の映

像や音声を駆使した番組と報道に期待している。 

 

○  自民党の情報通信戦略調査会がＮＨＫの経営幹部を呼んで事情聴取をしたことに

ついて意見を述べたい。個別の番組を取り上げて、表現の自由、言論の自由が保障さ

れた民主主義国家で、与党がこういう対応をするのは、いかがなものかと感じている。 

 

○  自民党の事情聴取について、国会で審議するならわかるが、一政党が責任者を呼び

事情を聴くのはおかしいと思っていた。政治の圧力が放送の世界に及ぶことがないよ

う、守るべきは守っていってほしいと思う。 

 

○  「クローズアップ現代」の問題を受けたＮＨＫの再発防止策について。今回の問題

を生んだ匿名での放送に関して、チェックシートを使ったり複眼的視野でチェックを

行うという対策が挙げられていた。これを読んで、こうしたことを今まであまりやっ

ていなかったのかと思ってしまった。このような取り組みをきちんとやることはもち

ろんだが、番組制作は人間がやることであり、最終的には人間の教育が一番大事だと

思っている。教育面にもぜひ力を入れていってほしい。 

 

○  「クローズアップ現代」の問題を受けた再発防止策については、「複眼的試写」と

いうことばに疑問を感じた。「複数の人の目でチェックする」という意味で使ったの

だと思う。人間など脊椎動物が持つカメラ眼の目がはっきりと見えるのに対して、昆

虫などが持つ「複眼」はぼやけていてきちんと見えていないと言われる。「複眼的試
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写」ではぼやけてしまうことになり、この言い方は変えたほうがよいのではないかと

思った。 

 

○  「クローズアップ現代」の問題を受けた再発防止策について、チェックシートを使

ったり、複数の人で試写を行う取り組みは必要とは思う。ただルールを守ることにこ

だわりすぎて、エッジの効かない報道ばかりになったり、斬新な指摘がなくなったり

するのは避けてほしい。冒険をしない番組はおもしろさに欠ける。バランスを大事に

番組を制作していってほしい。 

 

○  「クローズアップ現代」の問題を受けた再発防止策について、ＮＨＫの番組制作者

は高い倫理観を持って仕事をしていると信じている。今回の件では、さまざまな角度

から調査をして、再発防止策に取り入れていると思うので、これからも委縮せずに番

組を作っていってほしい。 

 

○  「クローズアップ現代」の問題を受けた再発防止策について。チェックシートを使

うなど、チェック機能強化が挙げられていたが、そのチェックをスルーする事態が出

てきてしまうこともあるだろう。やはり、点検者の教育が大事だと思う。この再発防

止策を受け、チェックの過程で内容を訂正する必要が生じた場合は、取材経緯を踏ま

えて番組の構成を変更するのが筋だと思う。ただ、当初の制作意図や目的に向けいろ

いろと材料をそろえて番組が作られていることを考えると、それまでの流れを変える

のは非常に難しいことではないだろうか。それにしても、番組が事実と違った場合は、

勇気をもって構成を変更してほしいと思う。 

 

○  「クローズアップ現代」の問題を受けた再発防止策について。番組制作者がどうい

う考え方や志を持ち、どう行動するかにかかっていると思う。その基本を忘れないで

ほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

         再発防止策については、さまざまなご意見があると思う。全力で取

り組んでいくので、ぜひご理解をいただければと思う。「複眼的」と

いうことばは、複数の立場の人間が見るという、ダイバーシティーの

考え方を表したものだ。多様性を尊重していろいろな視点からチェッ

クしていく、という意味で理解していただきたい。 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２７年５月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

５月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１８日(金)、ＮＨＫ松山放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」報道に関する調査報告について説明があっ

たあと、「平成２６年度四国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、６月の番組編成、放送番組モニター報告および視聴者意向について

それぞれ説明があった。次に、しこく戦後７０年「プロローグ 四国はこうして立ち上が

った」を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  大塚 岩男 （（株）伊予銀行頭取） 

副委員長  松井  忍   （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員  新井 裕史 （四国電力常務取締役） 

佐伯 美香 （松山東雲女子大学・短期大学 バレー部コーチ） 

坂田 千代子（株式会社あわわ会長） 

宅間 一之 （高知県立歴史民俗資料館顧問） 

田坂 實   （越智今治農業協同組合 経営管理委員会会長） 

長井 基裕 （愛媛新聞編集局長） 

村田 明広  （徳島大学大学院 ｿｼｵ･ｱｰﾂ･ｱﾝﾄﾞ･ｻｲｴﾝｽ研究部 教授） 

森本 道義 （日本ＪＣシニア・クラブ 高知ブロック担当世話人） 

 

（主な発言） 

＜しこく戦後７０年「プロローグ 四国はこうして立ち上がった」 

（総合 ４月１７日(金)について＞ 

 

○  戦後７０年の四国の歩みについて伝える「しこく戦後７０年」、シリーズの第１回

は、戦争中の空襲と終戦翌年の南海地震の大きな被害から四国がどう立ちあがったの

かについて、四国独自の産業・文化を築いた先人たちの足跡を見つめ、未来を考える

手がかりにしようという番組だった。戦災と大地震に見舞われての「ゼロからの出発」

についてしっかりと描かれていて、実際に同じ体験をしてきた世代としてひとしおの

思いで視聴した。番組は、四国への空襲や南海地震、各産業の復興やよさこい祭りの

誕生などテーマ毎に、当時の貴重な映像や当事者の証言を交えて綿密に構成されてお

り、映像と証言が持つ力の大きさに改めて感じ入った。戦争中に軍の伐採命令を受け

致命的状況にあった愛媛のみかんが、農家の人々の知恵で生み出した、品質をそろえ

て出荷する「愛媛方式」によって逆境から立ちあがり、東京市場を席けんしていく歩
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みには引きこまれた。「明治維新の青年の気持ちだった」と語ったみかん農家の心意

気こそ、戦後復興のエネルギーだったに違いないと感じた。愛媛の造船が世界一にな

り、香川に手袋、徳島に木工製品、高知にショウガやナスなどの特産品が生まれた背

景にも、四国の人々の同じ思いがあったと思う。戦後、高知の人々を元気づけたいと

始まったよさこい祭りについては、自分が第１回の祭りに参加したこともあり、「心

の復興」というテーマに納得できた。また価値観が大きく変化した戦後すぐの時代、

香川の小豆島が舞台の映画「二十四の瞳」が、戦争を改めて問いただし軍国主義を見

つめる機会を多くの人に与え、戦後の人々の心の出発点になったことが紹介されてい

た。戦中戦後を生きた人たちが、心の葛藤にさいなまれていたこともよく理解でき感

動した。小豆島で「二十四の瞳」の精神を子どもたちに伝え、未来に受け継ごうとし

ている取り組みも紹介されたが、戦争の記憶の継承が特に重要な今、大変意義深いと

感じた。スタジオゲストの人選も、戦後の異なる時代を生きてきた四国出身者が選ば

れていてよかった。アメリカの独立記念日に徳島が東京に並ぶほど激しい空襲を受け

たことに憤るゲストもいれば、地方都市への無差別攻撃を知らず、戦争中に人々が軍

役を志願したことが理解できないゲストもいて、認識や価値観の違いが興味深かった。

ただ、戦後の歴史教育に携わってきた者として、若い世代の戦争に対する認識不足に

は一抹の寂しさを覚えた。番組の 後「四国の復興を支えたものは何か」というゲス

トへの問いに｢明るい切望｣｢四国それぞれの個性｣｢笑い｣｢知恵の和｣とそれぞれユニ

ークな答えが出たのはおもしろかったが、その答えについて説明する時間が少なかっ

たのは残念だった。今後も続く戦後７０年の番組には大いに期待している。 

 

○  敗戦、南海地震、ＧＨＱの占領という逆境の中、四国の人々が自分たちの地域を元

気にしたいと願い、経済的にも文化的にも懸命に努力してきた歩みを見て、大変感銘

を受けた。愛媛みかんの東京進出、今治の造船が世界一となる足がかりとなった月賦

による船の販売方式の立案、高知商工会議所のよさこい祭りの立ち上げ、といった復

興にまつわる話題や、戦後の「心の復興」に映画「二十四の瞳」が果たした役割など、

各エピソードで復興に至るさまざまな知恵と努力が紹介され、時代の変化の過程もよ

く理解できた。私が高知出身ということもあり、よさこい祭り誕生の経緯や地元の人

の祭りにかける思いには、特に感動した。今も続く祭りとその根本にある「人々の心

を元気づけたい」という思いを、高知の文化として次の世代に伝えていく責任を感じ

た。徳島で空襲を経験した山中夫佐子さんの話はとても貴重なものだったが、思い出

したくなかった経験をなぜ今になって水彩画で残そうとしたのか、その理由は詳しく

知りたかった。戦後７０年を迎え当時の話をできる人が少なくなっている今、歴史を

引き継ぐという意味のある番組だったと思う。過去の時点の思いや記録を未来につな

げることは、今を生きる世代の役目だと再認識することができた。７３分という時間

も膨大なデータや情報をまとめるのにふさわしく、プロローグとして大変よかったと
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思う。次回の放送を楽しみにしている。 

 

○  四国の戦後７０年の歩みを取り上げるシリーズのプロローグとして、貴重な映像や

証言で構成された、四国で暮らす人でも初めて知ることの多い有意義な番組だった。

徳島県小松島市出身の作曲家・住友紀人さんが手がけたテーマ音楽も内容に合ってい

てすばらしかった。番組では徳島県に関して、徳島大空襲に使われたＭ１７焼い弾や

焼け残った旧高原ビルの紹介、空襲の体験談など戦時中の出来事について多く紹介さ

れていた。プロローグとはいえ「四国はこうして立ち上がった」というタイトルであ

るなら、徳島市が焼け野原になったことよりも、そこからどのように復興したかに重

点を置くべきだったと思う。また空襲で大きな被害を受けた四国が敗戦から立ち直ろ

うとしていた矢先、1946 年１２月に南海地震に襲われ、徳島では 1,000 軒の家屋が

全壊したと紹介されていた。もし徳島が空襲に遭っていなかったら、その何倍もの家

屋が全壊したとも言われており、地震の大きさを伝えるためにもそのことには言及し

てほしかった。愛媛みかんが東京進出を果たして有名になったのが戦後だったことや、

愛媛で造船会社が船主に月賦方式で船を提供したことで、業績がＶ字回復を遂げたこ

とをこの番組で初めて知り驚いた。よさこい祭りの誕生については、関係者の尽力に

感動するとともに、「阿波おどりに追いつけ追い越せ」という意識があったと知り、

徳島県出身者として改めて阿波おどりを誇りに思えた。小豆島を舞台にした映画「二

十四の瞳」を大きく取り上げていたが、小豆島出身の原作者・壺井栄こそ、四国から

戦争の悲惨さと平和の大切さを日本中に発信した功労者として、番組で紹介すべきだ

ったのではないか。スタジオのまとめで「戦後の復興を支えてきたものは何か」と各

県出身のゲストに聞いているのに、香川県出身者がいなかったのには違和感を覚えた。 

 

○  戦後７０年を迎える今年、ＮＨＫの四国４局が総力で制作するシリーズ 初の番組

だけあって、貴重な映像と豊富な資料をベースに作られた重みがあり、７３分の大作

としての見応えも十分だった。戦時中の四国や私の地元の徳島の実態について、これ

だけの情報をまとめて得ることができたのは初めてだった。番組では徳島大空襲につ

いて、東京大空襲と比較されるほど大規模で、わずか２時間で市街地の６割が破壊さ

れ、死者と行方不明者合わせて 1,200 人もの犠牲者が出たことが紹介されていた。悲

劇的な状況に憤りを覚えるとともに、平和の大切さを改めて感じた。ただこの空襲に

ついて、軍需品の製造地や船舶の輸送地点が狙われたという解説はあったが、３０万

発もの新型焼い弾がなぜ徳島に落とされたのか、詳しい説明がなかったのは残念だっ

た。また徳島大空襲がどれほど激しいものだったかは体験者の証言で十分に伝わった

が、その徳島の戦後の復興についての紹介が少ないように感じた。愛媛のみかんや造

船業の発展、高知のよさこい祭り、香川が舞台の映画「二十四の瞳」については詳し

く取り上げていたので、大きく破壊された徳島が復興する過程にもしっかりと時間を
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割いてほしかった。「しこく戦後７０年」特設ホームページを見てみたが、募集して

いる視聴者体験談の掲載はまだ１件のみだった。戦争の体験談や眠っている当時の写

真は貴重な財産であり、広く告知して集め、後世に伝えていく方法を考えてほしいと

思った。今回はプロローグということで、今後の番組も期待している。 

 

○  戦時中の空襲や戦後すぐの大地震で被害を受けた四国が、人々の知恵と努力で新た

に産業・社会・文化を築き上げていく様子を紹介した番組だった。徳島の大空襲や南

海地震による被害の状況、愛媛みかんの東京進出や造船業の急成長、よさこい祭り誕

生のエピソードなどが、貴重な映像や関係者の生々しい証言で明らかになり、四国の

戦後復興の特徴をよく理解することができた。私の実家は徳島でみかん農家をしてい

たが、徳島では愛媛みかんへの対抗意識がとても強かったことを思い出した。それも

あって特に愛媛みかんの話はおもしろく、その実力に納得できた。また映画「二十四

の瞳」が、戦前、戦中、戦後の激しい価値観の変化に傷ついていた人たちの心を癒す

契機となったという紹介や解説は秀逸で、当時の人たちの心境をよく理解できた。ス

タジオゲストの選択は適切で、作曲家・住友さんのテーマ音楽も番組に合っていたと

思う。ただ、戦争を振り返る意味について、ゲストの作家・保坂正康さんの「戦争の

記憶を捨てていくには大変な時間が必要で、戦後復興にはそれを越えていく力が必要

だった。そして二度とこうした状況を作ってはいけない」という話でせっかく番組が

まとまった印象を受けたのに、そのあとで「四国の復興を支えたものは何か」という

ゲストへの質問があり、その答えが抽象的でバラバラだったため、番組が落ち着かな

い形で終わってしまったのは残念だった。質問をもっと具体的にするか、アナウンサ

ーや特定の出演者のコメントで終えたほうがよかったと思う。また、序章という意味

の「プロローグ」というタイトルに違和感を覚えた。この番組は、今後も続く戦後７

０年の番組の 初の１本ではあるが、戦中だけでなく戦後復興の１０年程の話題を扱

っていたので、序章というより第１章とするのがふさわしいと感じた。 

 

○  戦後の四国の映像や写真、当時を経験した人のことばやスタジオゲストの思いなど

を通して、多くのことを考えさせられた番組だった。写真家の立木義浩さんが訪れた

徳島市内のビルに、今も残る空襲時のままの亀裂の入った窓ガラス、空襲の映像や徳

島市街の写真など、どれも衝撃的で戦争の恐ろしさを改めて感じた。また、山中さん

や飯原一夫さんが描いた空襲の絵には、戦争へのリアルな恐怖が表現されていた。空

襲で四国にも多くの犠牲者が出たことや終戦翌年の南海地震の被害の大きさについ

ては、この番組で改めて詳しく知ることができた。知恵を絞って愛媛のみかんを日本

一に導いた、人々のエネルギーはすばらしく、誇りに思えた。また、戦後の復興期に

木造船から鋼鉄船に転換して世界一まで上りつめた造船業の歩みからは、成功するた

めには大胆で考え抜かれた挑戦や戦略が大事だという、スポーツにも通じる哲学をく
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み取ることができた。戦後の高知の町を元気にするため商工会議所が考え出したよさ

こい祭りの紹介では、少ない時間で歌や踊りを作り上げた、発起人たちの熱い思いと

エネルギーに心を打たれた。子どもたちが生き生きと踊る映像から、勇気と希望が今

もしっかりと受け継がれていることを知り、祭りの持つ力を感じた。この番組を見る

ことで、戦争を経験している人もいない人も、今の暮らしや生きることの大切さにつ

いて改めて考えるきっかけになったと思う。特に戦争を経験していない世代は、豊か

な暮らしが当たり前な分、現状への不平不満が募ることもあると思う。番組を通じて、

今の豊かな社会を築き上げた人たちに感謝する気持や、夢や希望を持ち前を向いて進

むことの大切さを実感でき、戦後を振り返ることの大切さを学ばせてもらった。 

 

○  終戦直後の四国の映像が丹念に集められ紹介されていて、ＮＨＫらしいしっかりと

した番組に仕上がっていた。ただ、スタジオゲストの立木さん、山本一力さん、保阪

さんがほぼ同年代で戦中戦後の自らの経験をもとに話すのに対して、真鍋かをりさん

だけが３０代なので経験していないことについても話さねばならず、その内容がやや

軽く会話に無理があるよう感じられたのは残念だった。番組は空襲と南海地震からの

復興、愛媛みかんや造船など産業の復興、よさこい祭りによる活力の復興、映画「二

十四の瞳」から見る心の復興と、大きく四つのテーマで構成されていた。南海地震や

産業の発展については知らないことばかりで、目覚ましい復興が民間の力で成し遂げ

られたことがよく理解できた。また、「二十四の瞳」は教育に携わる者として改めて

見直したいと思った。四国への空襲では、各地の軍需産業の現場に勤労動員されてい

た多くの学生が犠牲になっており、当時の教師の、良心を押し殺して生きなければな

らない苦悩について記した手紙を読んだことがある。この番組でも言及されていた

「時代の空気」によって、戦争中、教師たちが教え子を戦場や勤労奉仕に送り出すな

ど、みずから意図しない生き方を強いられ、戦後にはその空気が全く逆に変わること

で、後悔とともに生きなければならなかったことは、極めて重い問題だと思う。この

ことについては、戦後の日本が歩んできた方向が変わりつつある今だからこそ、今後

の番組でもっと掘り下げてくれることを期待している。 

 

○  新たに発掘したＧＨＱの映像や人々の証言によって、四国の戦後復興の歩みが丹念

につづられていた番組だった。復興の鍵となる「たくましさ」、「知恵」、「誇り」

というキーワードが示され、未来につながるヒントを与えてくれる番組になっていた。

軍国主義に対する市民の視点も描かれ、バランスのよい構成だったと思う。言い尽く

されてはいるが、戦争によって刻まれた心の闇は消えることがないと改めて思い知ら

された。その一方、メディアが毎年戦争をテーマにした報道を行っているのに、スタ

ジオゲストの眞鍋さんが話していたように、戦後生まれの若者が戦争の実態を知らな

いことには強い危機感を覚えた。戦争の記憶を風化させないため、映像や文字で次の
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世代に伝えていくことの大切さを再認識した。ただ、徳島大空襲について「地獄だっ

た。思い出したくない」と語っていた体験者が、なぜ７０歳を超えてその光景を絵で

残そうとしたのかについては、もう少し突っ込んで理由を尋ねてほしかった。四国が

空襲の標的になった理由について、保阪さんの「四国にある軍需工場や港を狙うこと

で、軍事物資の補給を絶つ狙いがあったのではないか」という趣旨の解説は理解しや

すかった。また復興期に、女性が持つ「向日性」が大きな役割を果たしたのではない

か、という指摘は新鮮でうなずかされた。愛媛みかんの東京進出については、関係者

の証言や当時の映像を交えた構成が分かりやすく、「祖国復興は農業から」という

人々の熱い志も伝わり感銘を受けた。雄大なテーマ曲も、復興に焦点を当てた番組に

よく合っていたと思う。物故者を取り上げる際に一部敬称を略していたが、基準がど

うなっているのか知りたいと思った。また、スタジオゲストに香川県出身者がいない

のは気になった。 

 

○  徳島大空襲に関して、写真による空襲前後の市内の対比や、当事者が高齢になって

ようやく語り始めた証言から、戦争の悲惨さが伝わってきた。空襲については、子ど

ものころに話を聞くことはあっても、実感はなかったので、今回の番組でよく理解で

きた。地方都市への大規模な襲撃からも、歴然とした国力の差があったことが想像で

き、もっと早く終戦の選択ができていれば、たくさんの命が助かっただろうと思った。

戦災や南海地震からの復興についても、映像とナレーションでわかりやすく描かれて

いてよかった。愛媛の復興をけん引したみかんや造船に関しても、丁寧に取材してい

ると感じた。愛媛みかんの、無謀にも見える東京進出や一元的統制出荷を中心となっ

て進めた脇口さんは、生産者たちをよくまとめたものだと感心した。また、造船会社

の坪内寿夫社長が、鋼鉄船の購入を望んだ船主に月賦方式で自ら資金を貸し出した発

想は、現代にも通用するアイデアだと思った。また、今や全国区になった高知のよさ

こい祭りが昭和２９年に始まったことは、この番組で初めて知ることができた。映画

「二十四の瞳」が多くの人にとって、軍国主義のもと思うことを自由に言えなかった

時代を見つめ直す契機になった、という説明では、教育や情報がもたらす影響の大き

さについて改めて考えさせられた。戦後７０年を迎えた今の繁栄や平和が、戦争によ

る多くの犠牲や先人たちの知恵と情熱があってのものだということを思い知らされ

た番組だった。四国出身の立木さん、真鍋さん、山本さんのスタジオゲスト起用はよ

かったと思う一方、香川県出身者がいないのは気になった。 

 

○  戦後７０年の今年、過去を見つめ直し、現在と未来を考えることはとても大切だと

思う。終戦時に青年期以上だった人が１０年後にはさらに少なくなることを考えると、

今回の節目の意義は極めて大きい。「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」と言わ

れるように、戦後７０年に関わるＮＨＫの取り組みに大いに期待している。今回、ス
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タジオゲストには、四国出身者から、昭和１２年生まれの立木さん、２３年生まれの

山本さん、５５年生まれの真鍋さんが選ばれていて、世代ごとの感覚の違いが興味深

かった。ノンフィクション作家の保阪さんの、日本全体の状況を踏まえた解説もわか

りやすかった。徳島の戦災や終戦直後の南海地震、愛媛みかんやよさこい祭り、映画

「二十四の瞳」の紹介では、戦争や地震によるダメージから、産業や心が復興してい

く様が丹念に描かれていたと思う。どのテーマでもひとつの番組を制作できるほど濃

い内容で、今後に期待したいと思う。愛媛みかんの復興については、今の地方創生や

農協改革を考えても学ぶべきところが多く、特に引きつけられた。生産者など有志が

掲げた「新生日本の興隆は農業経営の健全なる発展に待たざるべからず」という宣言

を見て、農業経営の復活を大変素養の高い人たちが担っていたことに感心した。番組

で紹介された９９歳の脇口さんは満州中央銀行に勤務した経験があり、漢詩をたしな

む教養人である。そうした優秀な人材が戦後地方に戻って再生の原動力となり、地域

の産業を支えたのだろう。いま、地方のリーダーに求められる資質や素養についても、

改めて考えさせられる番組だった。 

 

○  まず、番組オープニングの、過去の映像を映写機で映し出す演出がしゃれていて引

きこまれた。番組全体でも、ＧＨＱの記録を含む多くの貴重な映像が盛りだくさんで、

大変見応えがあった。テーマ音楽も壮大で、番組とよく合っていたと思う。背景のス

タジオセットに、シーンに応じた映像が流れる工夫があったり、アナウンサーの背景

の映像にズームインしてＶＴＲに切り替わる演出があるなど、手が込んでいて楽しめ

た。スタジオゲストを紹介するテロップに、出身地や年齢に加え、生まれた年も記す

細かい配慮で、ゲストがどの時代に何歳だったのかわかりよかったと思う。写真家の

立木さんの祖父・真一さんが、徳島市を一望できる眉山から撮影した、どこまでも続

く焼け野原の写真からは、この事実を次の世代に伝えたいという思いを感じることが

できた。Ｂ２９が落とした焼い弾の威力で天板がひしゃげ、瓦が粉々になる映像には

大きな衝撃を受けた。また、空襲に遭った山中さんの描いた水彩画には、写真以上の

リアリティーが表現されているように思え、印象に残った。ゲストの立木さんが「ど

んな苦しい状況でも女性が元気だった」と話したことばにも、強い感銘を受けた。女

性が常に明るく頑張って働いていることが繁栄にもつながる、と信じて生きていきた

いと思えた。四国の農業の復興を代表する愛媛県のみかんについては、戦後ゼロから

出発した農家に、情熱と豊かな知恵があったことが丁寧に描かれていた。愛媛の造船

業でも先見の明と創意工夫は見事だと感心した。高知のよさこい祭りについても、そ

の歴史やコンセプトがよくわかり、作曲家へのインタビューなど過去の貴重な映像も

含め、昔と今の祭りの様子を上手に交えながら描かれていて、興味を引かれた。祭り

を立ち上げた濱口さんの復興への熱い思いや、祭りのために企業が臨時休業するなど、

いかに皆が町を元気づけようと努力していたかわかるエピソードが満載でよかった。
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番組を見た戦争経験者には、懐かしさや憤り、思い出したくない過去など、さまざま

な感情や記憶が湧いてきたと思う。戦争を知らない世代にとっては、今の時代がどれ

ほど幸せで恵まれているか改めて気づき、先人への感謝や尊敬の念を抱くよい機会に

なったと思う。また戦中戦後の体験談を語れる人が、８０代から９０代と高齢化して

いる現実も重く受け止めた。私たちの世代がもっと積極的に学んで、次の世代に発信

し続けなくてはいけないと思わせてくれた、大変意義深い番組だった。シリーズ続編

への期待もふくらみ、楽しみにしている。 

 

（ＮＨＫ側） 

         「しこく戦後７０年」のシリーズを立ち上げるにあたり、これまで

の戦後５０年・６０年との違いとして、やはり東日本大震災を経てい

る点を考慮した。東日本大震災と原発事故以降、国が進めることを、

無条件に信じていいわけではない、と多くの人が感じているのではな

いだろうか。戦後７０年という節目に「四国の未来を切り開くには、

自分たちで考えるしかない」というメッセージを打ち出すことに意味

があると考えた。タイトルの「プロローグ」は、シリーズ全体の心意

気を視聴者に示す意味で付けたところもある。スタジオゲストについ

て、香川県出身者にも収録直前まで出演交渉をしていたが、結局スケ

ジュールの折り合いがつかなかった。収録時にゲストは、想像以上に

自分の故郷を背負って話されたので、香川県出身者がいないことが際

立ってしまったとは思う。四国の人にとっての故郷の存在の大きさを

改めて感じたので、今後に生かしていきたいと思う。 

今回はプロローグということで、主に戦災とそこから立ちあがる１

０年位の出来事に焦点を当てて番組を制作した。戦後７０年の今、戦

争や戦後の復興を経験された多くの方が高齢になっている。その証言

をしっかりと記録する上でも、今回の節目はとても重要だと考えてい

る。愛媛みかんの復興について話してくれた脇口定稔さんは９９歳だ

が、当時のことを事細かに覚えていて、愛媛みかんにかける熱い思い

を語ることばには、年齢を感じさせない力強さがあった。当時を知る

多くの方から、若い世代の自分たちへの意見も聞くことができ、大変

勉強になった。制作にあたっては、四国の人にとっての共通のアイデ

ンティティは何かと考え、四国全体を対象にした研究や文献、また学

者の方を探したが、それがあまり見出せず、四国は４県それぞれの「独

立意識」が極めて高いと実感した。今後のシリーズでは、各県の独自

性を大事にしながら、四国を全体として捉える番組を視聴者に届けて

いきたいと考えている。 
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徳島空襲の様子を絵に描いている山中さんが、なぜ７０歳を過ぎて

初めて、思い出すのもつらい光景を残そうと思ったのか、本人も明確

な理由を話されていない。空襲の体験は自分の内なる世界では消化し

きれず、吐き出さざるを得なかったのではないか、と想像しているが、

番組では詳しく説明出来なかった。「二十四の瞳」の作者の壺井栄に

ついて詳しくは取り上げなかったが、壺井さんの業績を通して戦争の

不幸を浮き彫りにする、という構成もありえたとは思う。ただ今回は、

映画を見た一般の方の「戦前、戦中に信じていた軍国主義が戦後に否

定され、価値観が変わることについていけず苦しんだ」ということば

の持つ、強いリアリティーを大切にしたいと考えた。「心の復興」を

行おうとしても、当時はまだ大きな壁があったことをまず伝えるべき

だと判断した。四国の戦後すぐの映像はＮＨＫにもほとんど残ってお

らず、今回ＧＨＱの映像を発掘できたのは大きな成果だと思っている。

各県の話題の取り上げ方については、香川県の復興を特産品の手袋産

業を通して描きたくても今得られる映像や証言が乏しい、徳島の阿波

おどりはよさこい祭りと内容が似てしまう、などさまざまな事情を考

慮しながら、番組全体のバランスも考えて決めた。４県均等に取り上

げることは難しい中、このシリーズ「しこく戦後７０年」の番組を今

後どううまく構成するかは大きな課題であり、引き続き精進していき

たい。 

番組の立ち上げにあたって、まずＮＨＫの四国各局に保存されてい

る過去のニュース映像を洗い出すことから始めた。戦後すぐの話題を

番組にする時は、ＮＨＫが買い取ったニュース映画の映像を使うこと

が多い。ただ東京の映像は多く残っていても、四国のものはほとんど

ない。今回は、ＧＨＱに詳しい愛媛大学の研究者にも助言してもらい、

オーストラリアで保管されている貴重な映像を入手することができた。

四国のＮＨＫが総力を挙げ取り組むキャンペーンの番組だったことも

あり、丹念な調査ができ映像の発掘にもつなげることができたと思う。

歴史的価値のある資料であることはもちろん、この映像のおかげで子

どもたちの表情など当時の暮らしぶりが見える番組にできたのもよか

ったと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

  

○  「クローズアップ現代」報道に関する調査報告について、チェック機能が十分に働
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いていなかったと感じる。やはり匿名での報道が、チェックが甘くなった原因だと思

う。今回はやらせではないという結論だったが、記者と面識のある取材対象なのにビ

ルの屋上から撮影したり、追いかけて証言を取ったりするやり方は、一般の視聴者か

らはやらせと思われてもしかたがないという印象を受けた。 

 

○  「クローズアップ現代」報道に関する調査報告について、どういう行為がやらせで

あり、またそうでないのか、その違いがすごくあいまいだと感じた。とにかく強い印

象を与えようとする演出自体、やらせだと感じてしまう。民放では、特定の人物に焦

点を当てヒーローのように仕立てるなど、必要以上と思われる大げさな演出をよく見

るが、ＮＨＫにもそうした傾向があったことが非常に残念だった。今回の問題を機に、

もっと透明性の高い確実な情報の提供をぜひお願いしたい。 

 

○  「クローズアップ現代」報道に関する調査報告について、「クローズアップ現代」

などの番組は、「ＮＨＫだから」という理由で視聴者が信用しているところもあると

思う。今回の問題については徹底的に検証されたようなので、今後再発することがな

いよう十分に気をつけてほしい。 

 

○  「クローズアップ現代」報道に関する調査報告について、報告書や新聞記事を読ん

だが、確かにチェックが不十分で、思惑が先行して制作された番組だと感じた。ＮＨ

Ｋに訂正を求めている人物の言い分を聞くと、はっきりと分からないところもあるが、

やはりやらせはあったのではないか疑わざるを得ない。まだ不透明な部分もあり、時

間はかかるかもしれないが、きっちりとした結論を出してほしいと思う。また、それ

を踏まえて今後の番組制作に生かしてもらいたい。 

 

○  「クローズアップ現代」報道に関する調査報告について、今回のことを教訓に、今

後再発することがないよう原点に戻って、ジャーナリストとしてのあり方や考え方に

ついて、教育や研修を繰り返し行っていってほしい。ジャーナリストとしての誇りを、

しっかりと現場に伝える必要があると思う。 

 

○  「クローズアップ現代」報道に関する調査報告について、一般の視聴者にとっては、

過剰な演出もやらせに入ると思う。報告書は通常の感覚とずいぶんずれているのでは

ないかと感じた。やらせと過剰な演出との境界がどこにあるか見極めるのは難しいと

思うが、「やらせではなく過剰な演出であった」という結論には、すんなりと受け入

れ難いものがある。 

 

○  「クローズアップ現代」報道に関する調査報告について、映像・音声の匿名化が一
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番の問題だと思う。匿名にしなければならない理由はあると思うし、個人情報の保護

は大切だが、隠してしまうことで本当に大事な真実が見えづらくなってしまうと思う。

制作者は「真実を世の中に伝えたい」という熱い思いを取材先に伝え、番組に出演し

てもらうなら、しっかりと顔を出して話してもらうよう意を尽くして説明することが

大事だと感じた。 

 

○  「クローズアップ現代」報道に関する調査報告について、やらせと過剰な演出との

違いがどうしてもはっきりせず、よくわからなかった。ＮＨＫは普段の番組や中継な

どでも、出演者に対してシナリオ通りのしっかりとした言動を求めると聞くが、その

あたりも今後十分気をつけてほしい。わかりやすい報道は歓迎だが、こうした問題が

また起きないよう慎重にやってほしい。 

 

○  「クローズアップ現代」報道に関する調査報告について、宗教法人を使って名前を

変え、犯罪に加担する現実が実際にある以上、今回の「クローズアップ現代」も有益

な番組だったとは思う。ただ、事実確認や裏付けの不足は本当に残念だった。視聴者

は、構成や演出のどこまでが許され、どこからが許されないのかわからず、番組の内

容を単純に信じるしかない。だからこそ制作者は常に高い意識を持っていてほしい。

今回の件を教訓にもう一度ジャーナリストの原点に立ち返り、ぜひ今後に生かしてほ

しい。 

 

○  ４月１３日(月)のしこく８ 四国えかこと旅「木村祐一が香川・観音寺市で新作う

どん！？」は、新しい発見が多く楽しめる番組だった。ゲストの木村さんは、まちづ

くりプロジェクトの人たちや地元のキャラクター・いりこマンとのやりとりが軽妙で、

料理の腕前もすばらしく、旅人として適任だったと思う。香川といえばやはりうどん

ははずせない。澄んだいりこだしの「朝うどん」は食欲をそそり、期待を裏切らなか

った。いりこに小羽、中羽、大羽があって、大きさに応じたおいしい食べ方があるこ

と、取れる時期で味の深みに違いがあることなど、いりこのディープな世界にも触れ

ることができ勉強になった。100 年も使われているという印刷機と木版を使ったレト

ロなタオル印刷は、手間暇かかったかっこよさがあり、自分でもやってみたくなった。

刺しゅう屋の主人が作ったという音楽スタジオは、若者からおやじバンドまで楽しめ

るスペースが刺しゅう屋の地下にある、というギャップがおもしろかった。「えびせ

ん」のしゃぶしゃぶもその発想に驚いた。すき焼きにも合うということでさらに興味

を引かれた。大野原地区では温暖な気候を生かし、他の産地とは違う冬から春にかけ

レタスを栽培していることを、初めて知り驚いた。うどん、いりこ、レタスなど地元

の特産品を使った「かんおんじＵＤＯＮ」はアイデアもよくおいしそうで、木村さん

の料理の手際のよさと会話のテンポも加わって魅力的な一品だった。観音寺の人たち
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の元気で仲のよい姿や地域を盛り上げたいという気持ちが、視聴者にしっかりと届け

られた番組だった。ただ、うどんやかまぼこ、いりこを売る店の店名は紹介してほし

いと思った。 

 

○  ５月３日(日)のＮＨＫスペシャル「見えず 聞こえずとも～夫婦ふたりの里山暮ら

し～」は、目が見えず耳も聞こえない妻と健常者の夫という、６０代の夫婦を取り上

げたドキュメンタリーで感動的だった。みずから目指す自給自足に近い生活を続けて

きた梅木好彦さんは、５０代で久代さんと結婚してからは、目と耳の不自由な妻の生

き方に合わせ、妻のために生きているのだろうと感じた。ただ、農業に携わる者から

見て、好彦さんのように朝９時に畑に行ったり、半袖で作業することは異例で、自給

自足の暮らしから離れつつあるのだろうかと、やや寂しくも感じた。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

         この番組でいわゆるやらせがあったのかについては、外部委員３名

の見解にもあるように、現状に故意に手を加えてありもしないことを

事実のように言ったり、登場人物を仕立てて演技をさせ事実のように

見せかけたりしたことはなかったとの判断から、外部委員も含めて、

いわゆるやらせがあったとは言えないと報告をした。「一般の視聴者

にとっては、過剰な演出もやらせに入るのではないか」という意見は

謹んで承る。過剰な演出について、担当者に、インパクトのある構成

やコメントにすることへの抵抗感のなさが感じられることは、ＮＨＫ

全体の問題としても改めて考えていきたい。番組のチェック体制を今

後どうするべきかについては、現在編成局を中心に考えており、全国

での勉強会が始まっている。匿名での放送について、匿名にすること

で取材先のプライバシーを守ることが必要なケースは確かにある。た

だ取材者が、事実関係や匿名にする必要性をしっかりと確認したうえ

で、真実に迫る誇りを持っていないと、匿名であることが事実と違う

放送を出す逃げ道にもなりうる。ご指摘があったように、ジャーナリ

ストとしての誇りや自負、責任を改めて浸透させていきたいと思って

いる。番組制作も人間がやることであり、ある部分では人間の弱さが

出てきてしまうこともある。今回の問題を機会にもう一度自分たちを

見つめ直し、視聴者の皆さんの信頼を取り戻していきたい。 

  

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２７年４月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

４月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、２０日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議は、大塚委員長の司会により開会。原田局長からあいさつのあと、「クローズア

ップ現代」報道に関する中間報告について説明があり議事に入った。まず、５月の番組

編成について窪川放送部長から、放送番組モニター報告について亀井考査主査から、視

聴者意向について福島広報･事業部長から、それぞれ説明があった。そのあと事前に視聴

してもらった、しこく８ 四国えかこと旅「ルー大柴が徳島・大歩危で妖怪とトゥギャ

ザー！？」と放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  大塚 岩男 （（株）伊予銀行頭取） 

副委員長  松井  忍   （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員  加藤 令史 （愛媛新聞社常務取締役） 

佐伯 美香 （松山東雲女子大学・短期大学 バレー部コーチ） 

坂田 千代子（株式会社あわわ会長） 

宅間 一之 （高知県立歴史民俗資料館顧問） 

田坂 實   （越智今治農業協同組合 経営管理委員会会長） 

真弓 絵里子（介護老人保健施設「まゆみの里」施設長） 

村田 明広  （徳島大学大学院 ｿｼｵ･ｱｰﾂ･ｱﾝﾄﾞ･ｻｲｴﾝｽ研究部 教授） 

森本 道義 （日本ＪＣシニア・クラブ 高知ブロック担当世話人） 

 

（主な発言） 

＜しこく８ 四国えかこと旅「ルー大柴が徳島・大歩危で妖怪とトゥギャザー！？」 

（総合 ４月３日(金)）について＞ 

 

○  徳島県の大歩危という地名は知っていたが、ここに妖怪伝説があり、それを生かし

た町おこしをしていることは知らなかったので興味深く視聴した。かずら橋のかかる

祖谷渓谷の自然や駅の風景はのどかで、田舎の風情が感じられよかった。大歩危には

年間２万人もの外国人観光客が訪れるという。この町を訪ねたルー大柴さんは、妖怪

の着ぐるみを着た地元の人に、外国人観光客にアピールするため英語であいさつした

り地域を紹介することを提案する。この試みは外国人とコミュニケーションを築くよ

いきっかけになりよかったと思うし、町にさらなる元気を与え今後の地域振興にもつ

ながったのではないかと感じた。ただ、外国人観光客がいつごろどんなきっかけで増
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えたのかについてはきちんと説明してほしかった。また、町の人が集まってルーさん

と話し合う時、始めはタヌキの着ぐるみを着ていた人が、途中で脱いでいたのは不自

然で気になった。かずら橋や赤子淵、原子の森など番組で紹介されたポイントが、大

歩危のどこにあるのか、またこの町を訪れ妖怪伝説が残る場所に行けば着ぐるみの妖

怪と会えるのかなど、実際に旅した時の様子が理解しづらくもの足りなく感じた。番

組では町を元気にしようと活動するグループ「妖怪ほら吹き隊」や、珍しい昭和３５

年製のボンネットバスも紹介されていたが、ふだんどんな活動や使われ方をしている

のか教えてほしかった。撮影のほとんどが雨天だったのも残念だった。町の人が自慢

する「ひ」の字を描いて流れるひの字渓谷は、雲がかかった様子に風情もあったが、

晴れた日や紅葉の時の光景も見てみたかった。また旅人の著名人は、地元の人が希望

を出したうえで決まっているのかも知りたいと思った。 

 

○  徳島の大歩危についてはかずら橋と祖谷そばぐらいしか知らなかったが、妖怪伝説

で町おこしに取り組む人々の熱意がよく伝わり、妖怪ツアーに参加したいと思うほど

この地域に親近感を覚えた。屋良有作さんのやわらかいナレーションも、大歩危のの

んびりした時間の流れと響き合い、ほのぼのとした気分で番組を見ることができた。

案内役の下岡昭一さんや妖怪に会ったという岡瀬シゲ女さん、妖怪ほら吹き隊の面々

や妖怪の着ぐるみを着た人たちの気取らない対応からは、大歩危の人々のふだんの様

子が想像できてよかった。そうした地元の人の自然な仕草や語り口とルー大柴さんの

大げさなふるまいは対照的で、やりとりを楽しく見た。ルーさんは、外国人観光客に

妖怪伝説が残るこの地の魅力をアピールするため、住民たちにユニークな英会話での

案内を伝授する。ルーさん仕込みの簡単で短い英語を連ねたいわゆる「カタカナ英語」

でも、十分に意味が伝わるのが興味深かった。妖怪は日本の伝統的な世界観や宗教観、

自然観を象徴するものだと思う。子どもがふちに近づくと泣き声を聞かせるという妖

怪「赤子」の着ぐるみを着た住民が、外国人観光客に自己紹介する時「My name is 

Crying Baby.If children go to dangerous place. I teach.」と話しかけることで、妖

怪が怖いものではなく身近な存在であることがよく伝わってきた。近年外国人観光客

が急増し、彼らとふれあうことで日本のよさを教えられる機会も増えていると思う。

日本人も自然や超自然的なものに対する価値観を見直す時期に来ているように感じ

た。残念だったのは、テロップで示された英語のつづりに間違いがあったこと。また、

地元の人がタヌキの着ぐるみのまま雨の降る山道を歩いていたのは、危険に見えハラ

ハラした。 

 

○  妖怪伝説で町おこしをしている、四国の秘境と呼ばれる大歩危を訪ねた紀行バラエ

ティー番組だった。英語遣いが得意なルー大柴さんを旅人に起用し、番組の前半はか

ずら橋など見所や祖谷そばなどの郷土料理、地域に伝わる妖怪伝説を紹介し、後半は、
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地元の人たちが外国人観光客に英語で妖怪をアピールして地域を盛り上げようとす

る構成だった。単に土地の名物を紹介するだけでなく、旅人の得意分野を生かして新

名物を考え出すというこの番組のコンセプトは、オリジナリティーがあってよいと思

う。ルーさんの、英単語を会話に散りばめた「ルー語」が飛び交う様子は楽しく、ゲ

ストの個性が十分に発揮されていたと思う。番組展開がややわざとらしくも感じたが、

バラエティー番組としては許されるだろうと思いながら視聴した。 

 

○  大歩危・祖谷地区の人たちが町を盛り上げようと協力する姿や、四国の観光地も外

国人で国際化している様子がよく伝わってきた。最初に有名な祖谷のかずら橋や妖怪

伝説の紹介があったのは、場所と企画意図がすんなりと頭に入りよかったと思う。た

だ、妖怪の着ぐるみと出会う場面で映像を暗くしたり加工したりする演出には、必要

性を感じなかった。また、着ぐるみの妖怪はふだんから山の中で観光客を待っている

のかと疑問にも思った。子供のころ山ジジという妖怪を見たという岡瀬さんの話や、

谷のふちに立つ赤子の妖怪の像、愛らしいタヌキの妖怪の着ぐるみなどによって、大

歩危の人たちにとって妖怪が近しい存在であることがよく理解できた。妖怪には、人

間の身近に潜む危険を教えてくれる役目があると聞いたことがある。自然の脅威から

身を守る心構えとしても妖怪伝説が語り継がれてきたのだろうと思った。こうした地

域で、純朴そうな人たちがルーさんのアドバイスを受け止めて、英語を話す「バイリ

ンガル妖怪」誕生に向け努力する姿は一生懸命で引きこまれた。樹齢 300 年以上と

いう実際の木を妖怪に見立てた「妖怪モチの木」には神秘的なパワーが感じられ、魅

力的な観光ポイントになるのではと思った。また、現役で活躍している昭和３５年製

のボンネットバスが紹介されたが、ＢＧＭに当時ヒットした歌「田舎のバス」が流れ

たのは懐かしくてよかった。インターネットで観光情報を集めたり、ソーシャルネッ

トワークでリアルタイムに旅行記を発信したりする人も増えている。大歩危地区もそ

うした時代の波に乗って、より多くの人が訪れてくれるよう願いながら番組を視聴し

た。妖怪ほら吹き隊や、ゆるキャラ「ぼけまろくん」が町おこしで担っている役割に

ついてはもっと知りたいと思った。ひの字渓谷は紅葉の写真が紹介されたが、四季の

渓谷美を見せてくれればさらによかったと思う。 

 

○  妖怪村、妖怪ほら吹き隊、観光ボンネットバス、祖谷そばなど祖谷・大歩危の「え

かこと」を紹介する番組前半では、それぞれの魅力がとてもよく伝わってきた。雨霧

に包まれた深い山や谷の風景、おどろおどろしい原始の森、昭和３５年製のボンネッ

トバスなどが妖怪の里にふさわしいたたずまいで登場し印象に残った。雨の日の撮影

が多かったが、独特の雰囲気が感じられよかったと思う。ルー大柴さんが地元の人た

ちと一緒に地域の新名物を考える後半では、ルーさん仕込みのカタカナ英語を話す

「バイリンガル妖怪」を生み出す様子が愉快で好感が持てた。イングランドからきた



4 

夫婦など外国人や日本人の旅行グループに成果を披露し、好評で迎えられる様子もお

もしろかった。フランス人や中国人にもバイリンガル妖怪の英語がどれくらい伝わる

のか、その様子も見られたらさらによかったと思う。ルーさんを招いた町おこしグル

ープ「妖怪ほら吹き隊」の山口由紀子さんは賑やかな人柄で、みずから作った何か国

語もの会話ノートや名物の大きな油揚げ「ぼけあげ」、わら縄で軒先に吊した珍しい

豆腐の紹介などで見せた、明るいキャラクターに親しみを感じた。この番組で四国各

地の「えかこと」が紹介されることは、地域活性化の糧や地元の励みになると思う。

四国にはまだまだ知られていない見所がたくさんある。今後も四国各地の名物を発掘

し、紹介していってほしい。 

 

○  大歩危のさまざまな魅力を知ることができたのはよかったがそれよりも、地元の人

たちが外国人観光客に土地の魅力を慣れない英語で懸命にアピールし、交流を図って

いる姿が印象に残り、見終わって温かい気持ちになる番組だった。初めは、ゲストに

ルー大柴さんを起用した理由がよく分からず、ルーさんが使う独特の英語にやや軽い

印象を受けた。しかし番組途中、最近増えてきた外国人観光客を引きつけるアドバイ

スを得たいと、英語遣いが得意なルーさんを招いたことが示され納得できた。ルーさ

んの気さくで明るいキャラクターが功を奏して、大歩危の人たちが英語を練習する姿

はいきいきとしており、楽しい雰囲気が伝わってきた。実際に年配の人も積極的に英

語で外国人に話しかけていて、「完璧な英語を話さないといけない」と日本人は思い

がちだが、カタコトでも思いがあれば伝わることがよく分かった。京都などならとも

かく四国に来る外国人を増やすのは難しいことだが、一丸となって取り組めば多くの

外国人を誘致できる可能性を見せてくれたと思う。妖怪だけでなく、大歩危のほかの

魅力についてもアピールできれば、さらによかったと思った。また今回の番組タイト

ルでは、大歩危の妖怪を紹介するだけに思えたので、「バイリンガル妖怪」というキ

ーワードを入れるなど、外国人へのアピールだとわかることばを加えたほうがよかっ

たと思う。ほかに気になった点として、ボンネットバスのシーンで使われていた歌の

曲名はテロップで教えてほしかったし、地元の人が皆で話し合う場面で、タヌキの着

ぐるみを着た人が途中で素顔を出し、次の場面ではまた着ているという流れは不自然

に感じた。また、撮影時の天気がよければ、番組の印象がもっと明るくなっただろう

と少し残念に思った。 

 

○  着ぐるみに入って大歩危の妖怪を演じる地元の人々が、ルー大柴さんのアイデアで、

海外からの観光客に英語で自己紹介する「バイリンガル妖怪」になろうと取り組む様

子が描かれ、その頑張る姿に好感が持てた。赤子淵の赤子の像や妖怪鬼うばなどにつ

いて、危険な場所を知らせてくれる存在だというテロップでの紹介があったが、子ど

もの視聴者にも分かるように「危ないので近づいてはいけない」、「夜に山道を歩い
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てはいけない」など、その存在意義を具体的に説明してほしかった。祖谷の大きな油

揚げ「ぼけあげ」を紹介する場面では、店の軒先にかたい豆腐「石豆腐」が吊るされ

ていた。地元の名物で、祖谷の旅館でも郷土料理として出されるものなので、きちん

と言及してほしかった。「ひ」の字の形をした「ひの字渓谷」は、谷の断面の形がＶ

の字になった典型的なＶ字谷でもある。その説明もあれば、立体的にも独特な形のこ

の谷について理解が深まったと思う。 

 

○  四国えかこと旅は、観光地をただ紹介するだけでなく提案型の観光振興にもなって

いるところがよいと思う。今回もルー大柴さんが、大歩危の人たちと一緒になって新

たな名物を作り出しているのがすばらしかった。地元の人にとっては町をどう盛り上

げるか考えるよい機会になり、視聴者も地域住民のリアルな生活を見ることができよ

かった。近年の観光は町並みや風景を見るだけでなく、体験したり物語を感じたりで

きるものに進化しつつある。この番組でも、住民とルーさんは知恵を出し合い、大歩

危の新しい観光の形を作り出していたと思う。ただ、番組始めの大歩危駅の場面が雨

の中の暗いイメージで始まっていたのは、冒頭だけに印象に強く残り残念だった。晴

れた日の大歩危峡の青い水面と白い岩肌、緑の森と青い空は本当に美しく、晴天の光

景もぜひ紹介してほしかった。大歩危峡の自然の美しさを最初に提示し、そのあとで

「最近では妖怪伝説がさらなる魅力として注目を浴びている」と展開すれば、視聴者

をより引きつけられたと思う。番組を見た人は、大歩危へ行けばいつでもバイリンガ

ル妖怪に会えると思ってしまうかもしれない。いつどこなら妖怪に出会えるのか説明

があればよかったと思う。また、取り上げた場所の位置関係がわかりにくかったので、

丁寧な図で教えてほしかった。 

 

○  大歩危・祖谷地区は、徳島県の人気観光スポットだが、妖怪伝説があることは知ら

なかったので、まずその意外性で楽しめた番組だった。ルー大柴さんが祖谷のシンボ

ルとも言えるかずら橋を渡るオープニングは、橋の高さや写し出された足元の隙間に

引きこまれた。大歩危駅で、妖怪を研究している妖怪爺さんこと下岡さんと、妖怪村

の村長でタヌキの妖怪・青木藤太郎の着ぐるみが、道先案内人として加わり、古い山

道でいろいろな妖怪と出会っていく演出はユニークで興味を引かれた。霧がかかった

山々の景色や妖怪が現れる時の不気味な音楽やテロップで、妖怪村のおどろおどろし

い雰囲気が巧みに表現されていたと思う。樹齢 300 年以上という「妖怪モチの木」に

ルーさんが語りかけパワーを注入されるシーンは、さまざまな効果音や映像加工など

演出のアイデアが満載で、画面を通して元気と癒しを受け取ることができた。去年か

らブームの「妖怪ウオッチ」のテーマ曲も使われるなど、子どもから大人まで楽しめ

る工夫がこらされている点も好感が持てた。番組で紹介された妖怪ほら吹き隊や、ゆ

るキャラ「ぼけまろくん」、大きな油揚げの「ぼけあげ」などはそれぞれにインパク



6 

トがあり、大歩危の人たちの、訪れる人をもてなし地域を元気にしたいという思いが

しっかり伝わってきた。観光的にも、ボンネットバスで立ち寄ったひの字渓谷は、霧

のかかった景色に迫力があり見事だった。ふきのとうの天ぷらが入ったこの時期限定

の祖谷そばも本当に美味しそうだった。番組の柱になる妖怪伝説を生かした町おこし

については、訪れる年間２万人もの外国人をもてなすため「バイリンガル妖怪」を生

み出した発想と、町の人皆で頑張る姿に大いに共感した。不気味なはずの妖怪たちが、

この番組では身近で愛らしい存在に思え、町のよいセールスポイントになっていたと

思う。日本語の一部を英語に置き換える「ルー語」を駆使する、ルー大柴さんを旅人

にしたキャスティングもはまっていたと思う。全体を通してユニークでテンポよい進

行で、大歩危をぜひ訪ねてみたいと思わせてくれた。しこく８のコンセプトである「金

曜よる８：００は家族そろって“元気”そして“感動”そして“笑顔”を充電！」に

ふさわしい楽しい番組だった。ただ、そもそも大歩危・祖谷になぜ妖怪伝説があるの

かについてはきちんと教えてほしかった。今でこそ鉄道や道路が整備されたものの、

かつては崖から転落したり川に流されたりといった危険も多かったと思う。自然の脅

威から命を守る効果も考え妖怪伝説が伝わってきたとも思われ、そうしたことにも言

及してほしかった。 

 

○  四国４県の各地を旅して新名物を作る「四国えかこと旅」で、今回は祖谷・大歩危

を訪ね、妖怪伝説を取り上げていた。この地域の妖怪について四国に住んでいても知

らなかったので興味深く視聴した。妖怪伝説の背景には、人を危険な場所から遠ざけ

身を守る知恵があると思う。私の出身地でも親の代には妖怪伝説が残っていたと聞い

たことがあり、そのことを懐かしく思い出した。大歩危の人たちはルー大柴さんの個

性的なキャラクターに触発され、外国人にカタカナ英語でいきいきと妖怪を紹介して

いた。外国人観光客の誘致が大きなテーマになっている今、バイリンガル妖怪を作ろ

うという取り組みは実にタイムリーだと感心した。紀行バラエティーとして肩ひじ張

らずに楽しく見ながら、現実の課題についても考えさせてくれたのはよかったと思う。 

 

○  ルー大柴さんが、徳島の大歩危・祖谷地区の妖怪伝説の地や忍者の人形が潜むユニ

ークなそば店などを巡りながら、最近増えている外国人観光客に妖怪伝説をアピール

しようと奮闘する番組だった。番組前半、それぞれの観光スポットで登場した人々や

妖怪たちが、後半に英語でアピールしようと取り組む流れはスムーズで大変よかった。

考えられたストーリー展開で飽きることなく視聴できた。ただ、紹介された観光ボン

ネットバスが、番組の柱となる妖怪のアピールにつながっていなかったのは残念に思

った。 
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（ＮＨＫ側） 

 番組でどんな人を旅人にするかについては、事前に取材先の地域の

人たちの希望を伺うことにしている。ただ、撮影日程などの条件で、

希望通りにいかないこともある。複数の候補を聞いた上で調整を行い、

１人に決まった時点で、その人とどんな新名物を作りたいか、地元の

人と制作者が一緒になって考えている。演出について、ゲストが誰で

いつ来るかなど地元には一切知らせずに、いきなりゲストがやって来

るぶっつけ本番のやり方もある。それに対しこの番組では、この人が

来てくれるならどのように歓迎するのがいいか、地域のどこを見てほ

しいかなど、地元の人たちと事前にしっかり考えることで、もてなす

気持ちやふれあいの温かさを伝えていきたいと考えている。 

天気が雨だったのは偶然で、大歩危や祖谷の風景の美しさを伝える

うえでは残念だったが、妖怪のおどろおどろしい雰囲気を表現する意

味では、よかったのではないかと思う。 

この番組は、子どもを含めた家族そろって楽しく見てもらうことを

心がけて制作している。今回、説明に分かりにくい部分があったとい

う意見を聞き、子どもが見ても分かるような配慮をさらに進めて行く

必要があると痛感した。テロップの文字の間違いはあってはいけない

ことであり、今後は確認作業をさらに入念に行っていく。 

地元の人たちの話し合いの時、タヌキの着ぐるみを脱いだり着たり

している人がいたという指摘があった。編集結果をよく考えたうえで

撮影するなど、ロケ中の細かい気配りが大切だと改めて感じた。今回、

大歩危の妖怪伝説をテーマとしたのは、最近の妖怪ブームに注目して、

ぜひ子どもにもこの番組を見てもらい、大歩危のよさを知ってほしか

ったからだ。その思いが見てくれた人にどこまで伝わったのかとても

気になっている。番組の最後、大歩危の人たちがバイリンガル妖怪の

成果を外国人観光客や学生たちに披露したシーンは、こちらで設定し

たものではなく、偶然撮影できたものだった。地元住民の取り組みを

実際の旅行者がどう思うか、リアルなやりとりを伝えることができて

よかったと思う。撮影中天気に恵まれず、晴れた時の大歩危の魅力を

伝えられなかったのは残念だった。 

「四国えかこと旅」は昨年度に制作を始め、８本を放送した。今年

度も８本を放送する予定だ。この番組を企画するにあたって、ＮＨＫ

が四国各地のサポーターになるような番組ができないか、という思い

があった。そこから、地元の人とゲストが一丸となって、ささやかで

も心のこもった土地の名物を作り出そう、という番組のコンセプトが
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生まれた。今後も四国の各地をできるだけ取り上げ、そこに暮らす人

たちに少しでも元気になってもらえたらうれしい。地域を応援しなが

ら楽しく見ていただける番組になるよう頑張っていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月８日(日)のＮＨＫスペシャル ネクストワールド 私たちの未来「第５回 人

間のフロンティアはどこまで広がるのか」(総合 後 9:00～9:58)では、火星などへの

宇宙進出について紹介していた。番組中、未来の暮らしを描くドラマで地球と月の間

で交信するシーンがあったが、会話にタイムラグが全くないのは不自然に感じた。地

球と月の間は３８万キロメートルあり、電波なら届くのに数秒かかり無応答の時間が

あるはずだ。科学的にもっと真実味を追求してほしいと思った。 

 

○  ３月１３日(金)のしこく８ 四国えかこと旅「とよた真帆が高知・室戸市で岩に恋

する」は、女優のとよた真帆さんが室戸市で、世界ジオパークに認定された室戸岬や

青のりや備長炭など特産品づくりの現場を訪ねた番組だった。とよたさんが室戸岬の

地層を見て「何十、何百、何千億年という悠久の歴史が・・・」と発言したが、室戸

には古くても 5500 万年前の地層しかないため不適切に感じた。ジオパークの新名物

として考え出された地層をイメージした「ジオパン」は、大人向けのものがややかた

い仕上がりになったという。高齢者には特に食べにくいのではと心配になった。室戸

には断面が輪の形をした「さやしゅう曲」という珍しい地層もある。これにちなんだ

年輪のような丸いしま模様のパンを作ってもよかったのではと思った。 

 

○  ３月２２日(日)の小さな旅「ため池 めぐみ豊か～香川県 観音寺市～」は、まず

番組のテーマ音楽が美しい映像と見事にマッチしていたのがよかった。昔から雨の少

ない瀬戸内地域には多くのため池がある。観音寺市には大小 400 あまりのため池があ

るというが、農業に欠かせない水の確保のため作られたため池は、地域の貴重な財産

だ。番組では、池の恩恵に感謝しながら暮らす人々の姿が丁寧に描かれていた。レタ

ス作りに精を出す農家が、苗の植え付け後に池の水門を開いて必要な分だけ水を使う

姿からは、ため池の水をどれほど大切に思っているかよく分かった。ただ、土地改良

区の職員が全長１５キロメートルある水路と１３のため池を１人で管理しているこ

とを紹介する場面では、水路に大量の水が流れており、レタス農家が水不足を心配す

るのと矛盾するようで違和感を覚えた。大量に流れていたのはため池の水ではなく、

香川用水の水ではないかと思う。もっと詳しく伝えた方がよいと思った。ため池で獲

れる丸々と太ったフナには驚いたが、そのフナでつくる郷土料理の「フナのテッパイ」
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もため池同様、地域の大切な遺産だと感じた。また、模型ボート競技の聖地として、

毎年全国大会が開かれている大谷池で、愛好家たちが来た時よりもきれいにと流木や

ゴミを掃除しているのは、池を大事に使おうとする姿勢が伝わりよかった。番組最後

の、夕日が輝くため池に水鳥がいる映像はとても美しく印象に残った。 

 

○  ３月３１日(火)のニュースウオッチ９の企画「ノーベル文学賞秘話・幻の日本人受

賞…選考過程で何が」は、日本文学研究者のドナルド・キーンさんへの、ノーベル文

学賞選考についてのインタビューが大変興味深かった。日本人候補者を谷崎潤一郎、

川端康成、三島由紀夫、西脇順三郎の４人から選ぶ過程で、「三島は最も才能がある

が年齢が若く、一般市民に受け入れられないかもしれない」という葛藤が審査側にあ

ったということに驚かされた。1968 年に川端康成が受賞した背景についても、４年

後には公開されるというので楽しみだ。キーンさんはかなりの高齢で、今後も発言の

一言一言が貴重なものになると思う。その意味でも大変よい企画だと思った。 

 

○  ３月３１日(火)のＮＥＸＴスペシャル「名誉殺人の闇の中で」(総合 後 10:00～

10:49) は、パキスタンで男性の名誉のため、女性を殺しても許されるという「名誉

殺人」が、今も現実に行われていることを紹介していた。見ていて体が震えるぐらい

の怒りをおぼえ、これまで見たどの番組よりも大きな衝撃を受けた。番組で取材して

いた女性は、親が選んだ相手との結婚を拒否したことから、父親に銃で撃たれ川に投

げ込まれてしまう。女性は何とか一命を取り留め父親は逮捕されたが、その後の裁判

の結果、父親は釈放されてしまう。こうしたことを許す社会が今も現実に存在してい

ることを、とても恐ろしく思った。「ジルガ」と呼ばれる、現地の男性たちの自治組

織が、こうした名誉殺人を生みその考えを広める基になっているという。「このよう

な社会を変えていかないといけない」と立ち上がったのが、去年ノーベル平和賞を受

賞したマララ・ユスフザイさんだった。彼女が受賞時に「１本の鉛筆、１冊の本、１

人の教師、それが社会を変えていく」と語ったことばにものすごく重い意味があった

ことを、この番組を見て初めて知ることができた。マララさんに勇気づけられたパキ

スタンの若い女性が、社会を変えていこうと動き始めているという。マララさんがノ

ーベル賞を受賞して本当によかったと改めて感じた。性別による差別は、日本でもま

だ見られると思う。それを見直すきっかけにもなる番組で、ぜひ再放送してより多く

の人に見てほしいと思った。 

 

○  ４月３日(金)の四国羅針盤「どう防ぐ 職場のメンタル不調」が取り上げた従業員

のメンタル不調は、経営者にとってとても関心が高いテーマである。うつ病を未然に

防ぐため、５０名以上の企業には国のストレスチェックが今年１２月から義務化され

る。ただ、チェックの結果は基本的に従業員にのみ通知され企業には通知されないと
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いう。個人情報の保護は当然必要だが、ストレスの状態がわからないと企業側も手が

打てない。目的と現実がすれ違っている印象を受け、運用が開始してからでもしっか

り考える必要があると感じた。ただ、時間をかけて教育した社員がメンタル不調で辞

めてしまう現実に対し、新たな人を採用して教育するよりも、職場環境をよくするこ

とに力を注ぐのは合理的だと思った。とはいえ、職場環境改善に注力するあまり、企

業の生産性が落ち社会からとう汰されてしまっては本末転倒であり、そのバランスを

うまくコントロールする必要があると思った。番組中、職場でのストレス軽減には、

自ら進んで取り組みやらされる感じがなくなることが大事だ、という発言もあった。

企業がどのように従業員のモチベーションを上げていくのか、具体的な方法も紹介し

てほしかった。奥深いテーマで、短時間の番組では説明できないことも多いと思うの

で、継続取材し再度番組にしてほしい。 

 

○  ４月３日(金)の四国羅針盤「どう防ぐ 職場のメンタル不調」では、メンタル不調

の発生を予防するための職場環境の改善策やメンタル不調に気付くための取り組み

が、丁寧な取材で分かりやすく紹介されていた。メンタル不調になる人が増え、スト

レスチェックの実施が義務付けられるなど、職場でのメンタルヘルス対策が重要視さ

れる今、タイムリーな話題で興味深かった。メンタル不調に関しては予防や気づきが

とても大事だと思う。番組では、職場でのストレスが原因となる場合に限定して紹介

していたが、メンタル不調は親の介護や夫婦の不和、子どもの病気や非行など、家庭

のストレスが重なって起きるケースも多いと思われる。その場合、家庭の問題は他人

に話しづらい分、相談できる職場環境の醸成や管理者の気配りがより大切なことに触

れてほしかった。 

 

○  ４月１０日(金)のしこく８「限界突破！ふたりの“ラッキー”農園」は、高知県大

豊町に移住してきたトマト農家夫婦の挑戦を見つめた実に感動的な番組だった。人生

に絶望しかけていた男性が支えとなる伴侶を見つけ、夫婦で北海道から高知の限界集

落に移住する。有機栽培でのトマト作りに打ち込む中で２人が成長していく姿が丹念

に描き出されていた。番組で「自分は社会のゴミみたいだった」と語っていた夫の酒

井寿緒さんが、トマト作りを通して「人に期待されるのがこんなにうれしいとは思っ

ていなかった」と話すことばに感動した。複雑な今の日本の社会に適応できず、会社

などの帰属先から離脱してしまう若者が増えているという。そうした人はもちろん、

もっと多くの人に全国放送でも見てほしい番組だと感じた。 

 

○  ４月１３日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「真心で、極みを目指す～手打

ちうどん職人 森田真司～」は、700 以上の店がしのぎを削る「うどん県・香川」で

も人気と実力で知られるうどん職人、森田真司さんに密着した番組だった。香川でコ
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シのすばらしいうどんは「麺の角が立っている」と言われる。森田さんの打つうどん

は、麺の外側が膨らみ角が立つことで生まれる、外はモチモチ、中はシコシコの食感

で評判だという。こうした食感がなぜ生まれるのか、電子顕微鏡の映像も交え科学的

にも解説してくれたことで、香川の人間でもほとんど知らないうどんのコシについて、

詳しく知ることができた。うどんは小麦粉を塩水で練ってつくるシンプルな食品だが、

早朝から天気や気温、湿度などを肌で感じて水分や塩分を微調節する姿にプロのこだ

わりを感じた。番組では、森田さんがかつての弟子の店に出向いて実践的にアドバイ

スする様子や、今の弟子との日々のやりとりについて、とても丁寧に描いていた。た

だでさえ多忙で重労働なのに、後進を育てることにも全力で向き合うその姿に、何度

も目頭が熱くなった。森田さんは「うどんの味は技術ではなく、最後は心が味を決め

る」と語る。毎日繰り返す同じ作業に、客を思う心がなければ作業一つ一つにズレが

生まれ、一定のおいしさを保てないという。「いかなるときでも一生懸命を継続して

いくのがプロフェッショナル」ということばに感銘を受けた。うどんを打ちながら小

さな子どもに向ける優しい視線や笑顔もすてきだった。 

 

○  ４月１７日(金)のしこく戦後７０年「プロローグ 四国はこうして立ち上がった」

は、四国のＮＨＫが展開する年間キャンペーンを飾る番組として、制作者の力の入れ

ようが伝わる、とても出来栄えのよい番組だった。写真家の立木義浩さんやノンフィ

クション作家の保坂正康さんらゲストも豪華でよかった。番組では四国の戦災や昭和

南海地震について物語る証言や、ＧＨＱの撮影による貴重な映像で、「どん底の四国」

の姿が提示された。その後、愛媛のみかん栽培や造船業が逆境から立ち上がり知恵と

工夫で隆盛を迎えた経緯や、高知のよさこい祭りが戦後すぐ、住民を元気づけるため

考え出されたことなどが、多くの関係者のインタビューを交え丁寧に紹介された。戦

禍を乗り越え復興へと向かう道のりが見事に描き出されていたと思う。こうした歩み

についてのスタジオゲストの感想は、やや褒めすぎのように感じたが、過疎高齢化や

少子化といった問題を抱える四国の視聴者は勇気づけられただろう。ただ、ゲストの

中に四国４県中、香川県の出身者だけいなかったので、不満に思う香川の視聴者もい

たかもしれないと思った。 

 

○  ４月１７日(金)のしこく戦後７０年「プロローグ 四国はこうして立ち上がった」

を視聴した。過去の映像はＮＨＫにしか残っていないものも多く、その価値は非常に

高いと改めて感じた。貴重な映像を活用した、戦後７０年の四国の歩みを紹介するさ

まざまな番組を、心から楽しみにしている。 

 

○  土曜ドラマ「６４（ロクヨン）」は、警察小説の新境地を切り開いてきた作家・横

山秀夫さんの原作によるドラマで、警察の広報官が主人公という設定に興味を引かれ
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た。ＮＨＫが横山秀夫さんの原作をドラマ化するのは、日航ジャンボ機事故を取材す

る地方紙記者を描いた「クライマーズ・ハイ」以来だという。その時も引き込まれた

だけに、今回も楽しみにしている。 

 

○  連続テレビ小説は楽しみに視聴している。「マッサン」は、１週間で３回は涙する

ほどたくさんの感動をもらった。出演者それぞれ持ち味がよく出ていてよかったが、

特にエリー役のシャーロット・ケイト・フォックスさんの抜群の演技力に感動した。

毎日のやる気や元気をくれる、終わってしまったことを残念に思うほどすばらしいド

ラマだった。 

 

○  新しく始まった「まれ」は主演のまれ役の土屋太鳳さんがとてもさわやかな印象で、

「花子とアン」ではなの妹役で出演していた時とは違ったイメージで興味深く見てい

る。今後、まれがケーキ職人になる夢や希望をどのようにかなえながら人生を歩んで

いくのか、楽しみにしている。また、まれが祖父のように慕う桶作元治を演じる田中

泯さんは、本当に地元にいそうなほど役になじんでおり、静かなたたずまいの中に渋

さがあって引きつけられる。ふだんはもの静かなのに、祭りになると人柄がひょう変

するというギャップもユニークで注目している。 

 

○  「おかあさんといっしょ」は、毎日子どもと一緒に見ている。お兄さん、お姉さん

たちの、歌に体操、パントマイムやクイズなどを楽しみながら、子どもがさまざまな

ことを身につけられるとてもよい番組だと思う。ただ、最近気になるのが、お兄さん

たちと一緒に体操をせずに、後ろの壁に立ちすくんでいる子どもが何人かいることだ。

以前はなかった光景のように思え、時代の変化なのかと考えてしまう。 

 

○  ＢＳプレミアムで放送している「おとうさんといっしょ」を毎週見ていているが、

「おかあさんといっしょ」とは違ったコンセプトで大人も楽しめる番組になっている。

お兄さん役のせいやさんのさわやかな笑顔は、ファンのお母さんも多いはずだ。番組

で親子遊びや体操を紹介するコーナーでは、お父さんもお母さんも子どもと一緒に体

を動かすのがとてもよいと思う。仕事で忙しく子どもと遊ぶ時間がなかったり、子ど

もとどう遊んだらいいか分からないお父さんに、ぜひ勧めたい番組だ。ゲームやイン

ターネットの普及で、現実に人と関わる機会が少なくなっていると言われる。親子の

コミュニケーションのきっかけとなるこのような番組を、今後も続けていってほしい

と思う。 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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