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２０２１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、１５日(月)、東京第一ホテル松山において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、前回の審議会での答申を受け「２０２１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「２０２１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、事前に視聴してもらっ

た「僕らはマルレと生きた ～“特攻艇”隊員たちの戦争～」を含め、放送番組一般

について活発に意見の交換を行った。 

最後に、４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

説明があり、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長  半井 真司 （四国旅客鉄道 代表取締役会長） 

副委員長  柴田 智恵 （有限会社大豊陸送 代表取締役社長） 

委  員  小松 圭子 （有限会社はたやま夢楽 代表取締役社長） 

田井 ノエル (小説家) 

床桜 英二 （徳島文理大学 総合政策学部 教授） 

土佐 礼子  （三井住友海上火災保険 陸上競技部 

プレーイングアドバイザー） 

中矢 憲吉 （愛媛新聞社 編集局次長） 

滑川 里香 （一般社団法人マチのコトバ徳島 代表理事） 

西本 佳代 （香川大学 大学教育基盤センター准教授） 

              村上 健太郎（特定非営利活動法人ＮＰＯ砂浜美術館理事長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「僕らはマルレと生きた ～“特攻艇”隊員たちの戦争～」 

（総合 ２月２６日(金)放送）について＞ 

 

○ 堅実な番組構成で、じつにＮＨＫらしい番組だったと思う。４５分という比較的長

めの放送時間で、かつ終始同じ特攻部隊を扱う番組だったが、見応えがあり最後まで

飽きることなく興味を持って視聴することができた。隊員の多くが１５歳から１９歳
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で、犠牲者がおよそ 1,800 人、対して沈めたアメリカ軍の戦艦は１８隻という数字だ

けでも作戦の壮絶さが伝わり、番組の冒頭から引き付けられた。特攻隊の編制が決ま

った際の記録にある「そういう機運が醸成された」という当時の船舶参謀長の証言は、

とても恐ろしいものだと感じた。そのような空気だったというだけで、多くの命が犠

牲になったということが衝撃的だった。元隊員がインタビューで、「特攻できないまま

生き残ったことが悔しかった」と述べている場面は、まさに当時の機運がよく伝わり、

生々しかった。船舶兵特別幹部候補生がなぜマルレの隊員に選ばれたのか、もう少し

詳しい説明がほしかった。 

 

○ 全体を通して、制作者の努力と粘りを感じられ、取材力がすばらしい番組だった。

戦争を実際に体験した元隊員のことばは、やはり重みがあり感情がよく伝わってきた。

元隊員の多くが９０代となり、残された時間が短いからこそ、実際に当時について語

っている映像を今後も残してほしい。視聴率に振り回されることなく、本当に残すべ

きものを優先し、番組を制作できるのはＮＨＫならではの強みだと思う。戦争に限ら

ず、拉致問題や自然災害なども、語ることができる当事者がこの先亡くなっていくと

いうことを念頭において番組制作をしてもらいたい。また、実際の遺体の映像は衝撃

的で、賛否両論あったかと思うが、個人的には映像によって改めて戦争の悲惨さを痛

感することができ、使用してよかったと思う。どの年代層が番組を見ていたのか分か

れば教えてほしい。 

 

○ 戦争の愚かさ、無残さを改めて思い知らされた。忠実に再現したマルレのボートは、

作戦の無謀さがよく伝わり、効果的だった。厚さ４ミリしかないベニヤ板の船に、250

キロの爆弾が運転席の真後ろに積まれ、とても敵の攻撃に耐えられるものではないと

容易に想像することができた。この船に１人で乗り込み、敵の船団に突っ込むしかな

かった若者たちの人生とは何だったのかと考えさせられた。誰がいつ、どこで亡くな

ったかを地図上に表した映像は、歴史に埋もれた事実を知ってもらいたいという制作

者の気持ちがよく伝わってきた。３年にも及ぶ聴き取りに加え、戦死者の人数や場所

を可視化したこの試みは、大きな一歩になったと思う。番組の終わりに当時の訓練場

所に今も残るシンパクの木を映し、「７６年前の痛ましい史実を糧に、どんな未来を築

けるのか」という問いかけはとても重く、視聴者の印象にも残ったと思う。これから

も番組を通してこの事実を語り継いでほしい。 

 

○ 当時の記憶を語ることができる元隊員がすでに９０代になっているという現状から

も、マルレの事実を知ってもらいたいという番組の意図は、大変意義があると思う。

俳優の濱田龍臣さんを起用し、同世代の若者を視聴ターゲットにしているように感じ

られたが、もう少し工夫がほしかった。たとえば、同世代の若者や、小豆島に住んで
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いる子どもたちが、この事実をどのように感じているのかというコメントがあっても

よかったと思う。また、「戦争の実態を伝えるため、遺体の映像が流れます」というテ

ロップが小さく、認識することが難しかった。視聴者の中には、衝撃を受けた人もい

たと思う。観光地としてのイメージが強い小豆島にこのような歴史があったことを改

めて知ることができたと同時に、自分たちの住む町には同時代、どのような歴史があ

ったのかと足元を見つめ直すきっかけにもなる大変よい番組だった。 

 

○ 全体を通して、非常に質の高い番組だった。犠牲になった若者と同年代の濱田さん

を起用したことで、彼の若々しいキャラクターも手伝って、失われた若者の未来の大

きさが伝わってきた。元隊員へのインタビューでは、画面のテロップにより話の内容

が理解しやすかった。特に浜槇人さんの「人間死ぬまで生きたい」という言葉が重く

のしかかり、印象的だった。マルレのボートがアメリカ軍の戦艦にぶつかる様子や、

誰がいつ、どこで亡くなったかを地図上に表した映像も効果的だった。当時の映像も

うまく組み合わせ、マルレとは何だったのかを非常にわかりやすく伝えていた。若い

命が、雰囲気だけで失われていく戦争がいかに無益なものかがよく伝わる内容だった。

しっかりと当時を話すことができる生存者もいよいよ少なくなる中で、貴重な番組だ

ったと思う。ただ、漂流の末捕虜となった元隊員が、その後どのように扱われたのか

気になった。また、当時の映像が流れる場面が何度かあったが、それぞれ誰が撮影し、

どのような経緯でどこに保存されていたのかを明示してほしかった。 

 

（ＮＨＫ側）      

今年は太平洋戦争の開戦からちょうど８０年が経過したことに加

え、元隊員の思いを早く伝えたいという気持ちから今回のタイミン

グで放送した。番組放送前、小豆島町役場や四国各県の教育委員会

を通じて若い世代に視聴を呼びかけてもらう取り組みを行った。た

だ、結果として、番組の視聴者は４０代以上が多く、若い世代は少

なかった。戦場での遺体の映像については、ＮＨＫの放送ガイドラ

インの中で、極めて慎重に扱うものと位置付けられている。今回は

戦争の悲惨さを少しでも伝えたいという思いから、極めて限定的に、

事前にテロップを表示する形で使用した。これからも極めて慎重に

扱うという方針のもと、総合的に判断していきたい。ただ、テロッ

プの内容がしっかり伝わるように大きさやタイミングについて、今

後はよく考慮したい。 

 

○ 明確な指令もなく、機運が醸成されたというだけで失われた命のあまりの多さに、

改めて戦争の愚かさを感じる内容だった。沖縄の青い海の映像は非常に美しく、当時
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は今よりもさらに美しかったのだろうと思うと、悲惨な状況との大きな差を痛感した。

本やテレビ番組で学ぶ戦史は、都市部のものが多いが、日本各地でそれぞれの戦史が

あったということをこれからも伝えてほしい。これから先、戦争に関する番組の制作

において、インタビューという形式はますます難しくなると考えられるが、どのよう

な手法を想定しているのか気になった。また、冒頭の今般の新型コロナウイルスと戦

争をかけ「未曾有のコロナ危機に命や暮らしが脅かされている私たちへ、今から７０

年以上前、生と死がまさに隣り合わせだった時代があった」というナレーションが気

になった。死に直面することの意味合いや時代背景はまったく異なるものであり、安

易に結びつけるべきではないと思った。 

 

○ 元隊員らに対する丁寧なインタビューや資料収集によって、マルレの実態や、それ

に翻弄された若者たちを描いた見応えのある番組だった。各地のマルレの部隊につい

て、すでに書籍化されているようだが、今回の番組では小豆島に限定し、かつ映像化

したことに意義があったと思う。ただ、「僕らはマルレと生きた」というタイトルが気

になった。隊員たちの戦後を示しているのか、当時マルレとともに生き、そして亡く

なった若者たちのことを示しているのか分かりにくいと感じた。加えて、「○○と生き

た」という言葉は、やはりポジティブな印象を与えるため、タイトルはより検討すべ

きではなかったか。また、若い俳優を起用する意図は伝わってきたが、彼のよさを引

き出せないまま終わったように感じた。出演場面を増やしたり、あるいは印象的なコ

メントを引き出したりすることができれば、起用した意味がより伝わったと思う。 

 

○ モーターボートを敵艦の間近で急旋回し、搭載した爆弾を投下するという設計思想

であったようだが、それは単なる言い訳であり、命と引き換えに任務を全うする、ま

さに死ぬことが前提であったと感じた。マルレについては、民放の番組で存在を知っ

ていたが、今回の番組では、実寸大のボートの再現や、どこの戦地でどれだけの若者

が命を失ったのか、データを地図に落としこみ映像化しており、理解を深めることが

できた。死ぬこと以外に選択の余地がなかった特攻作戦の残酷さや、戦争そのものの

愚かさを生の声で収録できたことは、今後の資料として非常に価値のあるものだと思

う。全体を通して見ごたえのあるいい番組だった。ただ、マルレの作戦によって命を

落とした多くの若い隊員が出撃前に書いた遺書や、家族への手紙があればもっと紹介

してほしかった。人としての迷いや怯えなどが表われているものを紹介することで、

戦争の残酷さや愚かさをより伝えることができたと思う。 

 

○ 番組放送時は１都３県への緊急事態宣言が延長されたさなかで、世の中に閉塞感が

漂い、戦争のときも同じような雰囲気だったのではないかと感じていたため、番組冒

頭の「未曾有のコロナ危機に命や暮らしを脅かされている私たちへ、今から７０年以
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上前にまさに生と死が隣り合わせだった時代があった」というナレーションは、とて

も共感した。元隊員が語る内容は、非常にリアルですさまじく、とても印象に残った。

２か月かけて復元したマルレのボートはとても小さく、いかに無謀な作戦だったか強

く実感できた。徐々に犠牲者が増えていく様子を地図に落とし込んだ映像や、アメリ

カ軍の船艦にマルレのボートが近づくアニメーションは、イメージしやすくとても効

果的だった。この番組のような記録をぜひ後世に伝えていってほしいと強く感じた。

可能であれば、タイトルの「マルレ」をかたかなではなく、事実に即してレを丸で囲

んだものにしたらよかったのではないか。また、船舶兵特別幹部候補生隊の組織の全

体像について、もう少し詳しく背景を説明してほしかった。 

 

○ 旧日本軍のほかの特攻部隊に比べて世に知られることの少なかったこの秘密部隊の

存在が、元隊員の証言や資料に基づいて、よくまとめられていた。元隊員が９０代と

なる中、史実を後世に残すうえで大変貴重な番組であるとともに、それを四国の放送

局が制作したということに、大きな意義があったと思う。戦死者の日付や場所の可視

化によって、終戦までの１年間の戦況や部隊の行動が克明に説明されていて分かりや

すかった。また、当時の隊員と同世代の濱田さんを起用したことで、悲劇が際立った

ように感じた。若い世代に見てもらうために、教育委員会と相談し、学校で視聴して

もらうということも一つの手ではないか。新型コロナウイルスの感染拡大による緊急

事態宣言が継続され、また、東日本大震災から１０年という時期の放送となり、重い

内容の番組が多い中で、今回の番組の視聴をためらう人もいたと思う。放送時期をも

う少しずらしてもよかったのではないか。また、復元したマルレのボートを今後活用

する予定があるのか教えてほしい。 

 

○ とても重い内容で、映像から受ける印象だけでも辛い気持ちになった。番組内容を

通して、マルレの作戦は戦果も含め、元隊員のことば通りつくづく「愚か」でしかな

いと感じた。オープニングの街にあふれる若者と、エンディングの「シンパクの木」

はそれぞれ過去との対比として効果的だったと思う。元隊員の証言や手記、アメリカ

軍が撮影した写真や映像を織り交ぜ、マルレの実態について丁寧に説明されており分

かりやすかった。元隊員の証言はいずれも暗い気持ちになるものが多く、現在の若者

による未来に向けた前向きなことばもあったらよかったと思う。戦争当時は現在と時

代背景が大きく異なるため、視聴者には受け入れ難い部分もあり、番組制作において

苦労もあると思うが、戦争は後世に伝えなければならない事実であるため引き続き取

り組んでほしい。 

 

（ＮＨＫ側）      

今回、どうしたら若い世代に見てもらえる番組にできるか議論を
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重ね、ボートの忠実な再現、隊員が亡くなった日時や場所の可視化、

そして隊員と同世代の俳優の起用を試みた。濱田さんには、事前に

ほとんど情報を伝えず、ボートを見た第一印象を語ってもらえるよ

う撮影した。新型コロナウイルスについては、感染拡大による閉塞

感が漂い、感染リスクにさらされているという現在の状況とのつな

がりから、７６年前の悲劇にも思いをはせるきっかけになればと思

い冒頭で触れたが、意図がうまく伝わらなかったかもしれない。「僕

らはマルレと生きた」というタイトルについては、ベニヤ板の船に

生死をゆだねるしかなかった若者たちに寄り添いたいという思いで

設定した。復元したボートの活用方法は、今後検討していきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ２月２５日(木)の世界はほしいモノにあふれてる「情熱台湾！あったかレトロを探

す旅」を見た。台湾の織物をバイヤーが紹介していたが、織物そのものだけではなく、

子供の幸せを思って作られたという背景も伝えており、私たちと共通する部分も示し

ていることに好感を持てた。今年度の途中でＭＣの三浦春馬さんが亡くなり、代わり

に鈴木亮平さんがＭＣを担当するようになったが、番組のＭＣとしてイメージが定着

してきたやさきに番組終了が発表され、大変残念だった。この番組のように多様性を

扱う番組をこれからも続けてほしいと思う。 

 

○ ２月２８日(日)の「第７６回びわ湖毎日マラソン」（総合 前 9:05～11:54、ラジオ

第１ 前 9:05～11:50）は最後にふさわしい大会だった。実況や解説もわかりやすく見

応えがあった。 

また、連続テレビ小説「おちょやん」を見ている。今回も大変おもしろい。これま

で「あさイチ」を見ることはなかったが、「おちょやん」から「あさイチ」を続けて見

る機会が増えた。特に「あさイチ」のオープニングがおもしろい。近江友里恵アナウ

ンサーが交代するとのことだが、次の鈴木奈穂子アナウンサーも楽しみにしている。 

 

○ ３月３日（水）の歴史秘話ヒストリア選「ペスト 最悪のパンデミック」を見た。

番組ではペストを取り上げて、感染症と人類の長い歴史を振り返り、新型コロナウイ

ルス感染症に苦しむ現代人にこの歴史から何を学ぶかを提起した内容だった。番組は

３部構成になっており、感染症と人の営みの関係がわかりやすく解説されていたと思

う。番組を通して、医療技術が進歩し情報網が整備された現代でも、感染症の予防の

ために個人が取るべき行動は過去とあまり変わらないのだということがよく分かった。
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番組終盤の長崎大学の山本太郎教授のことばがとても印象的だった。今後、新型コロ

ナウイルス以外の感染症リスクも高まってくるといわれる中で、私たちは何をすべき

か考えさせられる番組だったと思う。「歴史秘話ヒストリア」は今年度をもって終了す

るが、今後もこのような時事に対応した特集番組などの制作をお願いしたい。 

 

○ ３月５日(金）の「ニュース きん５時」は、番組演出には賛否両論あると思うが、

おもしろかった。武田真一アナウンサーはこれまでと雰囲気が異なっておりよかった

と思う。バラエティー要素が強くＮＨＫらしくない番組だが、今後は安定した番組に

なっていくと思う。期待している。 

 

○ ３月５日(金）のＮＨＫスペシャル選「“災害ヘリ”映像は語る～知られざる大震災

の記録～」（総合 前 1:52～2:41）を見た。当時の映像のインパクトは強く、理屈では

ない災害の怖さを伝え、防災の大切さを伝える説得力のある番組だった。震災当事者

の当時を振り返るインタビューに、学識者の分析を加えており、非常に防災意識が高

まった。震災から１０年の一連の報道や特集番組は、いずれも充実した内容だった。

このような番組は繰り返し放送してほしい。 

 

○ ３月６日(土）のＮＨＫスペシャル「津波避難 何が生死を分けたのか」を見た。4,000

人のデータから避難行動を可視化し、どうすれば人は逃げることができるのかを検証

するストーリーは説得力があった。毎年、３月１１日が近づくと震災当時の映像やＣ

Ｇを多く目にする。記憶を風化させないために当時を振り返ることは大切だが、一方

で、震災の映像は非常に衝撃的なため、ともすると避難をあきらめてしまうことにも

つながると思う。番組の制作にあたっては、視聴者が避難することをあきらめない番

組構成を意識してほしい。そのような観点でいうと、この番組は、これまでの常識や

想定にとらわれずに避難することの大切さや、声がけ一つで多くの命が救える可能性

があることがよく分かり、あきらめずに避難しようと思える内容だった。今後もこの

ようなデータを基に、四国の具体的な事例なども踏まえて、お互いの地域で学びあい、

犠牲者ゼロにつながる番組作りを期待する。 

 

○ ３月１２日(金)の四国らしんばん「伊方原発１０年後のリアル～東電福島第一原発

事故の教訓は～」を見た。東日本大震災から１０年が経過したこの時期に、伊方原子

力発電所と伊方町の現状とこれからを丁寧に取材していた番組だった。伊方町に住む

若い人だけでなく、四国に住んでいる人でさえ原子力発電所がどこにあるのか知らな

いという内容は衝撃的だった。最後に、松山局の谷地健吾アナウンサーが「原発を知

らない、ふだん意識していないという声については私たちの伝え方にも何か足りない

ところがあったのかもしれない」と言っていたシーンは印象的だった。多くの人に原
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子力発電所に関心を持ってもらうことで、原子力発電所の安全意識が向上すると思う。

この問題は非常にデリケートな部分もあるが、ＮＨＫには真実をありのままに伝え続

けていってほしいと思う。 

 

○ 同じく、３月１２日(金)の四国らしんばんを見た。番組冒頭で、四国に住んでいる

人のほとんどが原子力発電所への関心が薄いという紹介があったが、徳島県の阿南市

で原子力発電所建設の反対運動があったように、必ずしも関心が薄いわけではないと

思う。原子力発電所の問題は非常に扱いが難しいが、この番組は真正面から取り上げ

ていて感心した。番組では、原子力発電所依存の状況から抜け出すために、観光と農

業の充実について紹介していた。その中で、観光施設そのものが原子力発電所の交付

金で成り立っていることを指摘していたが、農業についても同様の指摘がほしかった。

また、番組のタイトルが分かりづらかった。原子力発電所のある自治体に住む人は原

子力発電所による恩恵を享受しているという側面もあるため、本音を引き出しにくい

可能性もあると思うが、今後も丁寧に取材を続け、続編の制作をお願いしたい。 

 

○ ３月１２日(金)の四国らしんばんは、伊方町や伊方原子力発電所の実情をわかりや

すく描いた番組だった。若い世代だけでなく、社会人や年配の人にも原子力発電所に

関わる情報が浸透していないことに衝撃を受けた。番組の最後に「私たちの伝え方に

足りないところがあったのかもしれません」と谷地アナウンサーのコメントがあった

が、それを痛感した番組だったと思う。 

 

ＮＨＫ松山拠点放送局   

番組審議会事務局 
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２０２１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)、東京第一ホテル松山において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「２０２１年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」

についての報告があった。引き続き、「２０２１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、事前に視聴してもらった四国各局の金曜夜

７時台の県域番組について活発に意見の交換を行った。 

最後に、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

説明があり、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長  半井 真司 （四国旅客鉄道 代表取締役会長） 

副委員長  柴田 智恵 （有限会社大豊陸送 代表取締役社長） 

委  員  阿部 和孝 （松山市農業協同組合 代表理事組合長） 

神田 優  （ＮＰＯ法人黒潮実感センター センター長） 

小松 圭子 （有限会社はたやま夢楽 代表取締役社長） 

田井 ノエル (小説家) 

床桜 英二 （徳島文理大学 総合政策学部 教授） 

土佐 礼子  （三井住友海上火災保険 陸上競技部 

プレーイングアドバイザー） 

中矢 憲吉 （愛媛新聞社 編集局次長） 

滑川 里香 （一般社団法人マチのコトバ徳島 代表理事） 

西本 佳代 （香川大学 大学教育基盤センター准教授） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「２０２１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＞ 

 

○ 新しいＮＨＫらしさを意識した番組編成で、非常に楽しみにしている。 
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＜「２０２１年度四国地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○ 新しいＮＨＫらしさの追求や地域で制作されたニュースや番組の全国発信の強化な

どが「２０２１年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」に掲げられて

いるが、「２０２１年度四国地方向け地域放送番組編集計画（案）」を策定するにあた

って、どのような議論をされたのか伺いたい。 

 

（ＮＨＫ側）      

「２０２１年度国内放送番組編集の基本計画」を基に、四国地方

に対してどのようなサービスを行っていくかという観点で議論した。

地域と東京の放送センターが一体となって地域情報の発信強化につ

なげていきたい。 

 

○ どの地域番組を全国発信するか、どこが決めるのか。四国のよい番組をぜひ全国放

送してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）      

最終的には東京の放送センターが決定する。今後は地域情報発信

の枠が増えていく予定だ。 

 

○ ＮＨＫプラスでの地域放送番組の配信開始はいつか。 

 

（ＮＨＫ側）      

同時配信の開始は未定だが、見逃し配信については各拠点放送局

の地域向け放送番組を中心に、番組の一部を３月から配信していく

予定だ。 

 

○ 地域に貢献するという意気込みが感じられて非常に楽しみだ。ＮＨＫにしかできな

い四国一体での番組制作を期待する。災害報道については、日頃の体制作りだけでな

く、訓練を繰り返し行うことで非常時に備えてほしい。新型コロナウイルス関連の番

組が多く、世相が非常に暗くなっている中で、新しい流行や頑張っている企業を取り

上げる前向きな番組を放送してほしい。その意味でスポーツや音楽番組を多く取り入

れるもの一つの方法だと思う。また、ＮＨＫが地域や行政などを巻き込んで、地域が

盛り上がる番組やイベントをぜひ作ってほしい。 

 

○ 諮問された「２０２１年度四国地方向け地域放送番組編集計画（案）」については、
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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月の審議会で説明したい。 

 

 

＜ひめＤＯＮ！「変わりゆく“鉄道風物詩” ～コロナ禍の冬に～」 

（総合 ２月５日(金)放送）について＞ 

 

○ 卯之町駅の利用客が火鉢を囲む様子から温かい雰囲気が感じられ癒やされた。利用

客のことばから、愛されている火鉢であることが伝わってきた。後半の伊予中山駅で

は、利用客の様子からゆったりとした穏やかな中山町の日常が十分感じられた。一方

で、利用客の減少によって駅がなくなってしまうのではないかという危機感から、あ

えて駅を利用する人もいることを知り、利用客減少の切実さも感じた。番組の最後で、

最終列車後の保線作業の様子も紹介されていて、大変で地道な作業の積み重ねの上に

安全運行が成り立っていることがよく伝わった。全体を通して、地域に根ざした愛さ

れる駅の温かみのある映像の中に、利用者の減少による存続の危機が見え隠れして、

鉄道のあり方について深く考えさせられるとてもよい番組だった。 

 

○ 卯之町駅の風物詩である火鉢の映像は見ているだけで温かさを感じた。映像からさ

まざまな利用客が火鉢を愛していることが伝わってきた。火鉢を設置した当時の映像

もよかった。後半の伊予中山駅では、田舎ならではの人間関係の濃さが伝わってきた。

あえて地元の駅を利用することで、駅の利益につなげたいという利用客の姿から、駅

がなくなる危機感と存続を希望する思いがよく伝わった。ただ、全体を通して暗い印

象の番組だったように感じ、前向きな面を取り上げてもよかった。もう少し地域住民

にとっての鉄道の存在の大きさを伝えられたらよかったと思う。最後の保線作業はあ

まり見る機会のない映像だったのでよかった。一方で、今治駅が短い紹介にとどまっ

ていたことで、東予地方の駅も一応は紹介したのだという印象を受けてしまった。現

在、今治駅周辺はかなり発展しているため、もっと取り上げてもよかったと思う。こ

の番組で一番伝えたいメッセージは何だったのか教えてほしい。 

 

○ 歴史ある町の玄関口である卯之町駅の紹介はよかったが、歴史などをもう少し紹介
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してほしかった。火鉢の周囲に設置された定点カメラの映像が少し暗かった。観光客

や若い世代の声や、学生が火鉢を囲む姿など、明るく元気を与えてくれるような内容

がもう少しあるとよかったと思う。伊予中山駅のような利用者の少ない駅は地方では

珍しくないが、インタビューの内容から地元の人に愛されている駅であることが伝わ

ってきた。今治駅のシーンは、なにが変わりゆく風物詩なのかがわかりづらく、ほか

の駅や地域を紹介したほうがよかったと思う。列車から見る車窓の風景や列車の外観

も変わりゆく風物詩としてあると思う。最後の保線作業の映像はやや唐突な印象を受

けたが、映像が非常にきれいで、作業内容の紹介から、夜の保線作業があってこその

安全運行であることがよく伝わった。 

 

○ 卯之町駅に設置された火鉢が途切れることなく今も残り続けていることは利用客に

とってとても幸せなことだと感じた。配属されたばかりの駅員が乗客のことを思いな

がら火鉢に火を入れている姿は心温まるものがあった。世代や性別にかかわらず、火

鉢の周りが寒さをしのぐ場所だけではなく、心を癒やす場であることがよく伝わった。

今治駅の周辺の焼き鳥店の紹介は放送時間も短く、無理に番組に入れ込んだように見

えた。伊予中山駅の場面では、少子高齢化や自動車の普及により、地元の鉄道利用者

の減少を切に感じる内容だった。開業当時の映像を見て、時代の変化を大きく感じた。

また、自家用車を持ちながらも、駅存続のために鉄道を利用する方がいることを知り、

地域の鉄道が厳しい状況であることがよく伝わってきた。真夜中の保線作業はさすが

プロの仕事だと感じた。 

 

○ 駅に流れる日常の懐かしい雰囲気が非常によく、独特の落ち着いたテンポでほっこ

りとした番組だった。卯之町駅の火鉢を映した定点カメラの映像は、その雰囲気を映

し出しているようでよかった。また、火鉢を囲むさまざまな人のインタビューが聞け

てよかった。過去の映像を交えながら、変わりゆく「鉄道風物詩」を感じられる内容

になっていたと思う。伊予中山駅は、地域の人のつながりが感じられる内容で、地域

に愛される駅であることがよく伝わった。気になったのは、番組のテーマは新型コロ

ナウイルスによって変わっていく日常の風景だとしながら、内容は新型コロナウイル

スとあまり関係の無いものだった点だ。また、卯之町駅の火鉢の場面で、インタビュ

ーが本人の意図するところと違った意味を与えるような使い方をしている印象を受け

た。その部分について制作の意図を知りたい。 

 

（ＮＨＫ側）      

この番組は、駅周辺の昔ながらの日常や、地域の象徴的な「鉄道

風物詩」について、鉄道やその沿線を取り巻く環境が大きく変化す

る中で、変わっていくものと変わらないものがあることを描こうと
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したものであり、全国的に新型コロナウイルスの感染拡大が続いて

いる今冬に収録したという意味で、サブタイトルに「～コロナ禍の

冬に～」とつけたが、タイトルの付け方は十分考慮していきたい。

また、今治駅の伝え方は不十分だったかもしれない。卯之町駅の火

鉢のインタビューについては、ナレーションやシーンの切れ目から、

インタビューを受ける本人の意図と異なる印象を与えたのかもしれ

ない。今後工夫していきたい。 

 

 

＜とさ金「まちおんがく♪」（総合 ２月５日(金)放送）について＞ 

 

○ 高知局の高橋篤史アナウンサーとドランクドラゴンの塚地武雅さんの進行は、とこ

ろどころ笑いのある楽しい内容で、１月２９日(金)に四国ブロックで放送された「ま

ちおんがく♪」とは番組の雰囲気が異なっていた。新型コロナウイルスの影響で発表

の場が失われる中で、自分のできることを探した結果、「声で応援できなくなったので

音楽で応援したい」と話した高校生や、国際コンクールで最優秀賞を受賞した高校生

の「言語に関係なくコミュニケーションが取れる音楽の力ってすごい」「このご時世だ

から音楽は絶対必要」といったインタビューに感動した。今回の「まちおんがく♪」

と、１月に放送された四国ブロック向け番組を違った雰囲気にした理由を知りたい。

四国ブロック向けのようにゲストを迎えず、純粋に参加した人の思いと音楽の力その

ものを生かした作りのほうがよかったと思う。新型コロナウイルスの影響で誰もがス

トレスを溜め、息苦しさを覚えている中、音楽の力で地域を元気づけようという思い

がみごとに表現された番組だと高く評価したい。引き続きこのような企画を期待して

いる。 

 

○ 事前に参加を呼びかける告知を目にし、どのような展開になるのか気になっていた。

ＳＮＳなどでは、企画に参加しようという地域の人々の投稿を見かける機会もあった。

400 人を超える参加者が集まったと知り、反響の大きさを感じた。新型コロナウイル

スの感染拡大前は多くの人でにぎわっていた中央公園も、人がまばらで改めて寂しさ

を感じたが、夢はピアニストという高校生の演奏では、足を止めて聞き入る人たちも

いて、音楽の力のすごさを感じられた。アニメ主題歌のメドレーは、複数の人が演奏

した映像を繋いでいて、同じ曲でもさまざまな演奏を楽しむことができた。新型コロ

ナウイルスの影響で、会えないまま亡くなったというあつかんＤＲＡＧＯＮさんの祖

父のエピソードは、番組を見て思いを重ねる視聴者もいたのではないかと思う。短い

放送時間だったが、新型コロナウイルスによる影響が続く中でも、前を向いたり、未

来を思っていたり、色々な方のエピソードが詰め込まれていて、見応えがあった。 
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（ＮＨＫ側）      

「まちおんがく♪」という１つの企画で２つの番組を作るという

のは初期の段階から考えていた。イベント実施期間が９日間あるた

め、２５分の番組 1 本だけでは十分に収めきれないだろうと見込み、

四国ブロック向けと高知県向けの番組を２本企画した。それぞれ異

なる制作者が担当し、番組のテイストに違いを出した。２つの番組

を並べると、好みの違いは出てくると思うが、「まちおんがく♪」と

いう同じイベントから全くテイストの異なる２つの番組を作ってみ

るということに意味はあったと思う。今回の経験を踏まえて、今後

の糧にしていきたい。 

 

 

＜あわとく「１００年後 僕たちのふるさとは～“震災前過疎”が進む町で」 

（総合 ２月５日(金)放送）について＞ 

 

○ 由岐小学校は以前から実践的な防災教育を積み重ねているが、100 年後の由岐町に

ついて、子供達は「見捨てられた町」「100 年後はまぼろしの町」と口々に話し、防災

スキルの向上と反比例するように、故郷の将来に対する諦めの気持ちが強くなってい

る様子が描かれていた。災害の恐ろしさに重点を置いた防災教育の限界を、まちづく

り団体代表として活動する浜大吾郎さんと、町の未来に希望を見出せない息子の会話

を通じてうまく引き出したことは、今までにない切り口で、高く評価したい。ただ、

副題にある「震災前過疎」ということばは、データをもとに厳密に使用すべき用語だ

ったと思う。人口動態のデータを調べてみたが、他の地域と比較してこの地域の減少

率が高いとは決して言えなかった。また、浜さんはまちづくり団体代表と紹介されて

いるが、自治体の職員でもある。浜さんへのインタビューでも、まちづくり団体代表

としてのコメントなのか、防災を担当する職員としてのコメントなのか、きちんと整

理しておく必要があると思った。正確性、客観性に一層こだわった番組制作に努めて

ほしい。 

 

○ 自分の生まれ育ってきた町の将来に対してネガティブな回答をする子供たちの姿が

衝撃的で、冒頭から心を掴まれた。100 年後には生まれ育った町が残っていないとい

うことを目の当たりにする子供たちの葛藤の表情も見事にカメラで捉えられていて、

非常に印象的だった。全体的に非常によい番組だったが、結論を無理矢理出している

ような感じが否めなかった。番組の終盤、子供達が演じた劇を通して考えが変わった

ように伝えられていたが、急にポジティブな展開になり、本当なのかと疑問に思った。
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この番組に好印象を持って最後まで真剣に見続けることができたのは、子供たちがし

っかりと防災について学び、意識を高めている当事者だったからだと思う。やはり、

当事者のことばは強いし、心に突き刺さり響く。四国４県の各放送局とも引き続き防

災・減災報道について全力をあげて報道するということなので、視聴者の心に響く、

ひと事ではない伝え方を工夫してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）      

震災前過疎ということばについて、指摘の通り由岐湾内地区の人

口の減少率が他の地域に比べて有意に大きいということは、統計的

には示されていないが、関係する自治体や専門家の方に取材をした

ほか、影治美波町長ご自身も講演などでこのことばを使用していた

ことから、番組内でも使うことにした。今後もより正確に情報を伝

えられるよう努めていきたい。浜さんは、さまざまな立場で活動を

しており、番組ではまちづくり団体代表として紹介した。最後の劇

の発表は、学校の先生が子供たちに対して、熱心に町への愛情を伝

え、子供たちが影響を受けたという側面もある。今後さらに番組の

見せ方など工夫していきたい。 

 

 

＜さぬきドキっ！「１００年八百屋を未来へ～母と息子の物語～」 

（総合 ２月５日(金)放送）について＞ 

 

○ 豊富な取材を下地に、視聴者の興味を引く題材が選択されていると感じた。過疎化

と後継者不足はどこの地域でも共通する課題だが、４代目店主の原田恵美子さんと息

子の維秀さんの姿を淡々と紹介しながら、その中に地域活性化を考える 1 つの材料を

提示していると感じた。他の地域活性化を扱う番組では、制作者が考える香川観が反

映されていると感じる時がある。その多くは、香川に住む人にとっての香川ではなく、

違和感を覚えることが多かったが、この番組は、そうした違和感を持たずに視聴でき

た。放送開始から４年目を迎えようとしている「さぬきドキっ！」は、社会問題の提

起やバラエティーなどさまざまな企画に取り組んでいて、大変興味深く視聴している。

一方で、「さぬきドキっ！」全体の共通点が見えにくくなっている。ロゴは共通のもの

を使用しているようだが、以前よく登場していたキャラクターの使用を増やしたり、

オープニングのトーク部分を共通にしたりするなど、番組らしさが伝わる演出を工夫

してほしい。 

 

○ ４代目店主の原田さんが、お客さんへの感謝の気持ちを持って、いかに喜んでいた
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だくかと考えて商売に取り組んでいることがすばらしいと思った。スーパーマーケッ

トに対抗し、独自性を発揮した品揃えにしていくという工夫にも感心した。このよう

な店を見つけ、取材し、ドキュメンタリーとして放送した点は、まさに地域に根ざし

て番組制作に取り組んだ結果だと思う。店主やお客さんのインタビューを多く交えた

ことで、商売の信条や親子の熱意がよく伝わってきた。ただ「母と息子の物語」とい

う副題が気になった。より番組内容にふさわしく、かつインパクトのあるものがよか

ったのではないか。また、会話中にもかかわらず、出演者がマスクを外したり、顎に

かけたりする場面が目についた。ロケや取材の折に、マスクの着用に関するガイドラ

インがあるのか、もしあるとしても現場に徹底されているのかどうか気になった。 

 

（ＮＨＫ側）      

「さぬきドキっ！」は現在、共通のロゴを統一して使用している。

硬派な題材からバラエティーまで色々な側面から地域の魅力を伝え

ることを狙っており、オープニングを１つに決めてしまうと、そぐ

わない回も出てくる可能性もある。指摘は今後参考にしたい。マス

クについてだが、ＮＨＫでは新型コロナウイルス対策のガイドライ

ンを作っており、それに基づき、取材者は必ずマスクをしたり、十

分な距離を保ったりするなどの感染防止対策を徹底している。取材

相手にも感染防止対策をお願いしているが、完璧にはいかない場合

がどうしてもある。誤解を招かないよう努めているが、今回、十分

に換気ができている場所の映像などについては、状況を考慮して判

断した。今後も取材相手には協力をお願いしていきたい。 

 

 

ＮＨＫ松山拠点放送局   

番組審議会事務局 
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２０２１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)、東京第一ホテル松山において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、事前に視聴してもらった「夏井いつきのよみ旅！」を含め、放送番

組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、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

説明があり、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長  半井 真司 （四国旅客鉄道 代表取締役会長） 

副委員長  柴田 智恵 （有限会社大豊陸送 代表取締役社長） 

委  員  阿部 和孝 （松山市農業協同組合 代表理事組合長） 

神田 優  （ＮＰＯ法人黒潮実感センター センター長） 

小松 圭子 （有限会社はたやま夢楽 代表取締役社長） 

田井 ノエル (小説家) 

床桜 英二 （徳島文理大学 総合政策学部 教授） 

土佐 礼子  （三井住友海上火災保険 陸上競技部 

プレーイングアドバイザー） 

中矢 憲吉 （愛媛新聞社 編集局次長） 

滑川 里香 （一般社団法人マチのコトバ徳島 代表理事） 

西本 佳代 （香川大学 大学教育基盤センター准教授） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「夏井いつきのよみ旅！ 新春スペシャルｉｎ愛媛 前編」 

（総合 １２月１１日(金)放送）について＞ 

 

○ 俳人の夏井いつきさんとホスト・実業家のＲＯＬＡＮＤ（ローランド）さんの組み

合わせは、一見違和感があったがとてもよかった。ローランドさんを起用した経緯を

知りたい。番組では、作者メモとして収録した映像を挿入することで、俳句を詠んだ

作者の背景を補足していた点はよかった。また、季語や言葉について夏井さんの解説

が挿入されている点もよかった。ローランドさんの名言は、ある種のスパイスとして

番組を引き立てるような効果があったと思う。職業柄、たくさんの人と接してきた経
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験から発せられる言葉には、なるほどと思わせる説得力があり、外見と言葉のギャッ

プが実に楽しかった。時間配分も適切で、テンポよく番組が進行しており、あっとい

う間の３０分に感じた。 

 

○ 夏井さんは松山市の出身なだけあり、地元によくなじんでいてとても楽しめた。新

型コロナウイルスの影響により観光客が減少し大変な中、道後温泉の関係者がさまざ

まな工夫を凝らした取り組みで地域を盛り上げていることがよく伝わってきた。投句

された俳句についての夏井さんのわかりやすい解説と愛のある毒舌は、多くの人に受

け入れられていると感じた。途中の映像で、番組スタッフが何度か映り込んでいたこ

とが気になったため、注意してほしい。また、ローランドさんの名言を紹介する演出

はやや大げさに感じられたため工夫してほしい。松山東高校の俳句部の生徒とのふれ

あいは掛け合いが軽妙でとてもよかった。番組の最後に夏井さんとローランドさんが

詠む俳句を聞いてみたかった。数ある俳句の中で、今回の５句が選ばれた経緯を知り

たい。 

 

○ 夏井さんとローランドさんの掛け合いのテンポがとてもよく、最初から最後まで飽

きずに見ることができた。ローランドさんの自信に満ち溢れたポジティブな語録が本

当に楽しかった。俳句に合わせて、作者の紹介や心情もトーク形式で聞くことができ

てよかった。俳句の作者からうまく話を引き出していて、おもしろいトークに仕上げ

られていたと思う。ゲストを茶化したりおとしめたりしない進行には好感が持てた。

マウスシールドはウイルス対策として効果が薄いと言われている中、使用しているこ

とが気になった。マウスシールドがテレビで放送されることによって、感染予防に効

果があるように見えることは問題だと思う。道後温泉本館は改修工事中だが、工事前

の映像を使っていたところに違和感があった。また、松山東高校では俳句部以外の生

徒の俳句を１句取り上げてもよかったと思う。 

 

○ 夏井さんとローランドさんの組み合わせは意外だったが、言葉を大切にしている点

が共通しており、見事なコンビネーションで番組を盛り上げていたと思う。夏井さん

の俳句の評論は安定していておもしろかった。ローランドさんの的を射た発言は分か

りやすく、そのビジュアルも相まって意外だった。ローランドさんの名言も編集の効

果で楽しく見ることができた。俳句は、ポストに投函されたものから選出していたが、

いずれも一定のエピソードを持っていたり、地元でも名が知られていたりする人ばか

りの句だったのが気になった。松山東高校での２人と生徒の掛け合いはテンポもよく、

とても楽しかった。新春にふさわしい明るく楽しい番組だった。 

 

○ 夏井さんとローランドさんの個性的な２人による新春らしいスペシャル番組だった。
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道後商店街そばの足湯からスタートし、商店街を通って道後温泉に到着する冒頭のシ

ーンは、明るい雰囲気で新春にふさわしかった。夏井さんの俳句の解説とローランド

さんのコメントから２人の優しさを視聴者も感じられたのではないかと思う。松山東

高校はもう少し時間を割いて紹介してもよかったと思う。夏井さんの毒舌を楽しみに

していたが少なく残念だった。また、生徒の元気なエネルギーをもっと感じられたら

よかった。全体を通して、夏井さんとローランドさんの掛け合いが心地よかった。新

型コロナウイルスの影響でたくさんの人が孤独を感じている中、番組内での人と人と

のつながりは見た人を元気づけられたのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側）      

ローランドさんを出演者に選んだのは、夏井さんと掛け合わせた

ときにおもしろい化学反応が起きるのではないかという点や、キャ

ラクターのインパクト、言葉を大切にしている姿勢が番組に合って

いると考えたからだ。また、番組で紹介する俳句は、集まった句の

中から、俳句の内容とエピソード、年齢、性別のバランスを見て選

んでいる。俳句は俳句ポストを置くだけでは一般の方からはなかな

か集まらない面もあり、そのため経験者ばかりの句が選ばれている

という印象となってしまったのではないかと思う。より多くの方の

投句を集めるよう工夫していきたい。マウスシールドについては、

効果が低いという報道がされるようになってからは、番組演出上の

都合により最初の出会いのシーンのみマウスシールドをつけて紹介

し、その後の会話はマスクを着用することを原則として対応してい

る。また、道後温泉本館は道後本来の良さを伝えたいという思いで

改修工事前の映像を使用した。 

 

○ 今回の番組は、可も無く不可も無く、平板な印象を受ける内容だった。せっかく全

国に愛媛県の魅力を伝える機会だったことを踏まえると、より視聴者の印象に残るよ

うな内容にしてほしかった。もっと地域のよさを深く掘り下げるような取材をして、

番組の中で紹介してほしかった。ローランドさんの名言の紹介方法は、別の番組で見

たことがあるような演出をしており、新鮮さに欠けていたと思う。松山東高校の場面

は、生徒一人一人にストーリー性を感じられず、中途半端な印象を受けた。一般の人

が登場する番組の制作は、特有の難しさがあると思うが、出演者の個性を生かしなが

ら、見応えのある内容を目指してほしい。前編の内容が薄く、後編の視聴を十分促す

ことができなかったのではないかと思う。後編がおもしろかっただけに、もったいな

いと感じた。 
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○ 俳句をキーワードに、地域や人々の営みを夏井さんとローランドさんの軽妙な語り

口で紹介していて楽しみながら視聴できた。ただ、３０分という限られた時間に、道

後温泉と松山東高校の２場面を詰め込んだことで、内容が想定内のものとなってしま

い、新たな発見はなかったように思う。いずれか一つの場面に絞って、その場所の歴

史や人々をもっと掘り下げたほうがよかったと思う。新型コロナウイルスの影響で、

多くの人が参加する番組制作は難しい中で、本番組のような地域密着型の番組をもっ

と魅力のある内容にしていってほしい。Ｅテレにも見応えのある番組が増えてきたよ

うに思うが、まだ子ども向けのチャンネルという印象を持っている視聴者もいると思

う。本番組が、Ｅテレとより多くの視聴者とをつなぐきっかけになるよう期待してい

る。 

 

○ 道後の町の人のつながりを感じることができて楽しく見ることができた。夏井さん

のトークは親しみやすくよかった。ローランドさんをこの番組で初めて知ったが、物

事をとてもポジティブにとらえる人で、番組を見ているうちに好感を持つことができ

た。ローランドさんの言葉はすてきで嫌みに聞こえずよかったが、何度か言葉を切り

取って再度アップして見せるような演出は少し大げさだったように思う。また、俳句

の作者の登場のしかたは時系列がややこしく感じたため、もう少し工夫がほしかった。

俳句の善し悪しを決める企画ではなく俳句の背景を探る企画で、俳句の敷居を高くし

ないよい企画だったと思う。ただ、番組にローランドさんが出ていることをもっと若

い世代に伝えるようにＰＲをしたらよかったと思う。 

 

○ 夏井さんとローランドさんという異色の組み合わせだったが、視聴後には後編も見

てみたいと思う番組だった。夏井さんは司会進行やナレーションなど、すべてをそつ

なくこなしていて驚いた。松山市に暮らす夏井さんが自然と地元を紹介しているよう

で好感が持てた。番組視聴前は夏井さんとローランドさんの組み合わせに不安があっ

たが、視聴してみると、違和感がなかった。２人とも、言葉を大切にしているという

点で共通していて、言葉への感受性の高さが番組を品のよいものにしていると感じた。

夏井さんが松山市に暮らしていることや、正岡子規の影響で松山では俳句が盛んだと

いうことが番組を通して理解できた。気楽に見られて少し笑って少し勉強になる、金

曜の夜の番組としては適切な内容だったと思う。ただ、もう少し感情を揺さぶられる

ような雰囲気の俳句も見てみたかった。 

 

○ 松山市が舞台の番組で、これまでで一番多い８４句が投句されたとのことで、これ

だけの数をどのように集めたのか気になった。ローランドさんが団子を食べるシーン

はファンにとっては非常に貴重な映像だったと思う。３０分の枠の中で８名の俳句を

しっかり紹介していて、投句者の特徴や個性がやりとりを通じてよく表れていた。夏
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井さんとローランドさんがそれぞれの個性を引き出すトークを展開し、非常にテンポ

よくかつ個性的な内容で興味深く視聴した。地域に住む人と俳句の魅力をふんだんに

紹介したとてもすばらしい番組だった。ローランドさんの発する名言はいいアクセン

トになっていると感じた。後編も楽しみにしている。 

 

○ 新型コロナウイルス関連の番組が多い中で、夏井さんとローランドさんの軽妙なや

り取りに、テロップによる適切な説明を加えながらテンポよく進行し、おもしろく視

聴することができた。道後温泉の取り組みに俳句を織り交ぜることで、道後温泉で働

く人たちの思いや人となりを感じることができ、記憶に残るものとなった。また、夏

井さんの解釈と作者の意図のギャップも楽しく、俳句の魅力を十分に感じられた。た

だ、俳句ポストを設けて句を募集したとしながらも、道後温泉のＰＲのために出演者

が意図的に決められたようにも感じられたため、温泉利用者などにも出演してもらう

とよかったと思う。松山東高校俳句部の生徒のしっかりとした受け答えが印象的だっ

た。一方で、スタッフの映り込みが多いことが気になった。せっかくの全国放送だっ

たが、緊急事態宣言中の放送となってしまったことは残念だった。 

 

（ＮＨＫ側）      

地域の歴史・背景などをより深掘りする部分を、番組の中でどの

ように織り交ぜていくかも検討していきたい。ローランドさんの名

言の紹介方法についての指摘は、今後の番組制作の際に参考とさせ

ていただきたい。番組スタッフの映り込みについては、今後注意し

ていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １２月１６日(水)の「ゆう６かがわ」で、新型コロナウイルスに香川大学の学生４

人が感染したと報道されていた。同日午後の高松市の記者会見では、大学名を明かし

ていなかったが、どのような基準で所属先の名前を出しているのか教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）      

今回は、市の記者会見で大学名が発表されていなかったものの、

その後大学側から発表があったため、香川大学の学生と報道した。

企業名や大学名の報道については、必要性を考慮したうえで、個別

に判断している。 
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○ １２月２４日(木)の「“イマジン”は生きている ジョンとヨーコからのメッセージ」

（総合 後 10:00～10:59）を見た。ジョン・レノン生誕８０年、没後４０年目という

節目で、このような番組を見ることができてよかった。中でも、日本の俳句に影響を

受け、詞をシンプルに作ったという「ラブ」という曲のエピソードが感動的だった。 

 

○ １２月２８日(月)の四国らしんばんスペシャル「続くコロナ禍 いま私たちにできる

ことは？」を見た。新型コロナウイルスをめぐる医療、食、祭りの分野における１年

間の動向、“第３波”を迎えた現状、さらに今後に向けた取り組みなどについて、現場

の声やデータなどを効果的に用いてわかりやすい内容だった。年末にふさわしい内容

だったが、番組タイトルに「いま私たちにできることは？」という問いかけがありな

がら、視聴者に考えさせるような強いメッセージが感じられなかった。番組の終わり

で、司会者が「感染対策をしたうえで、慎重な行動を心がけたい」とコメントしてい

たが、非常に平板な印象を受けた。“第３波”が来て、感染者が急増している中で、「私

たちができるのは感染対策を常に意識して行動することだ」とはっきりと強く言って

ほしかった。 

 

○ １２月２８日(月)から３０日(水)にかけて３夜連続で放送された「岸部露伴は動か

ない」（総合 後 10:00～10:49）は、期待以上の完成度でとてもよかった。主演の高橋

一生さんはもちろん、森山未來さんなど脇を固める俳優の演技もよかった。原作のよ

さを残したまま実写化されていたと思う。ぜひ続編をお願いしたい。 

 

○ １２月３０日(水)のドキュメント７２時間「年末スペシャル２０２０」（総合 後

0:15～1:00、1:05～5:55）を見た。再放送された回は、さすがにどれもクオリティー

が高く、これまで見逃していたことを後悔するほどだった。「宮崎 ナゾの巨大魚を追

え！」が印象的だった。さまざまな背景を抱えながら、全国から集まる人々の目的は

巨大魚を釣るということただ一つ。お互いがどんな職業で何をしている人なのか知ら

なくても、魚が釣れるようみんなで協力し合う様子から、現代社会が失った何かを感

じ、温かい気持ちになった。 

 

○ １２月３１日(木)の「ゆく年くる年」（総合 後 11:45～1 日(金)前 0:15）で八栗寺

から中継があったのをはじめ、１月８日(金)の夏井いつきのよみ旅！「新春スペシャ

ルｉｎ愛媛」、１月１３日(水)の歴史秘話ヒストリア「１０００年愛され続ける天神様 

菅原道真」、１月１６日(土)のブラタモリ「しまなみ海道～“瀬戸内の覇者”村上海賊

はなぜ生まれた？」など、この冬は四国を取り上げた全国放送の番組が数多く編成さ

れており、うれしく思う。 

1 月１１日（月）の「お取り寄せ不可！？列島縦断 宝メシグランプリ」（総合 後 7:30
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～8:55、9:30～10:30）は、どの郷土料理も知恵や物語が詰まった唯一無二のもので、

興味深く視聴した。愛媛県四国中央市の名産のサトイモを使用した「蒸し上げ雑炊」

という料理がグランプリを取り、誇らしく思った。今後もぜひ全国に向けて四国の積

極的な情報発信をお願いしたい。 

 

○ １２月３１日(木)の「第７１回ＮＨＫ紅白歌合戦」は毎年見ているが、今回は特に

よかった。終始「ＳＯＮＧＳ」を観ているような雰囲気で、出演者一人一人の歌を堪

能できた。 

 

○ １２月３１日(木)の「第７１回ＮＨＫ紅白歌合戦」を見た。無観客開催ということ

もあり、従来のように会場の観客向けにステージに出演者がたくさん集まるという演

出がなく、また事前に収録した映像も効果的に使用しており、テレビの前にいる視聴

者としては、むしろ例年より見やすく感じられた。中でも、ＹＯＡＳＯＢＩさんのパ

フォーマンスは中継場所の選定も含めてすばらしかった。ただ、新型コロナウイルス

の影響からか、出番の終わったアーティストが、他のアーティストのステージにバッ

クダンサーなどで出演するという共演がなかったのが残念だった。 

 

○ １２月３１日(木)の「第７１回ＮＨＫ紅白歌合戦」を見た。今回は最初から最後ま

で楽しく視聴できた。ただＬｉＳＡさんの「アニメ『鬼滅の刃』紅白ＳＰメドレー」

や、氷川きよしさんの「限界突破×サバイバー」は子どもにも人気があるため、もう

少し早い時間帯に放送をしてほしいと思った。 

 

○ １月１日(金)に再放送された「４Ｋ国際共同制作 完全版ブループラネット」（総合 

前 5:10～5:55、6:10～6:55）を見た。当初は、元日に再放送の番組を編成している点

を残念に感じたが、とてもきれいな映像と音楽で、元日の早朝から心地よい気持ちに

なれた。再視聴したいと思い調べたところ、ＮＨＫオンデマンドで視聴できることが

わかった。今後もＮＨＫオンデマンドを利用していきたい。 

 

○ １月４日(月)放送のあさイチ「みんな！ゴハンだよ」のコーナーで、ゲストが、食

材を粗末に扱っているように見えて気になった。 

 

○ １月８日(金)に再放送されたふるさと発見！８Ｋタイムラプス「四国編」（総合 後

7:30～7:55 四国ﾌﾞﾛｯｸ）は、短い時間の中で四国の美しい景色が凝縮されており、非

常に興味深く、楽しく視聴することができた。愛媛県の道後温泉は、人や車の動きが

光の糸のようにくるくると映し出される様子が幻想的で、うっとりと見入ってしまっ

た。徳島の鳴門海峡では、直径２０メートルを超す世界最大級の渦潮に、近付いては
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離れる観潮船の動きがコミカルで、渦潮のダイナミックさがよく伝わってきた。今回

は、ナレーションの友近さんと要潤さんの親近感のある掛け合いとともに楽しく見る

ことができたが、ＢＧＭとスーパーだけでも見てみたいと思った。タイムラプス動画

を作成するためには、何秒か間隔を空けて撮影しているそうだが、どれぐらいの間隔

を空けて映しているのか少し気になった。 

 

○ １月８日(金)に再放送されたふるさと発見！８Ｋタイムラプス「四国編」を見たが、

映像がとてもきれいだった。天候の変化や満天の星空はスピード感があり、要さんが

番組内で言っていたように、言葉はなくてもずっと見ていられるほどだった。四国の

絶景をいいとこ取りした番組で、あっという間に見ることができ、得をした気分にな

った。 

 

（ＮＨＫ側）      

タイムラプス動画は、都会の雑踏などを撮る場合は、昼間はおよ

そ 1 秒、夜はおよそ６秒の間隔を空けて撮影している。一方、新国

立競技場が建設される様子などをタイムラプス動画にする場合は、

月に数回の間隔で撮影している。 

 

○ １月９日(土)のＮＨＫスペシャル２０３０未来への分岐点（１）「暴走する温暖化 

“脱炭素”への挑戦」を見た。このままでは早ければ 2030 年にも地球の平均気温が限

界に達し、暴走し始めると警鐘を鳴らす内容で、科学的根拠も含めながら、研究者の

力のこもったことばを伝えており、この問題をもっと真剣に考える必要があるという

危機感が伝わってきた。続編も期待している。 

  １月１０日(日)の釣りびと万歳「釣りバカ・濱田岳 巨大魚イシナギと勝負～高知・

足摺岬～」を見た。イシナギだけではなくカンパチもとても大きく、驚きながら楽し

く視聴した。俳優の濱田岳さんはドラマ「釣りバカ日誌」で主人公を演じているとい

う理由で起用したとうかがえるが、より魚や釣りの魅力をしっかりと伝えられる人を

起用してもよいのではないかと感じた。 

 

○ １月１４日(木)の「とく６徳島」を見た。内容は、昨年広島カープにドラフト指名

された愛知県出身の選手の特集、ＳＴＵ４８のメンバーが防災を呼びかけるコーナー、

高知県四万十市の話題、本のランキングなどが続き、徳島のローカル番組にもかかわ

らず、県外の話題が多く取り上げられていた。地域の放送局として、新型コロナウイ

ルスによる影響が続く中で、地元の視聴者を励ましたり、盛り上げたりするような情

報や話題を、もっと足で稼いで取材し放送してほしい。１月１６日(土)の「新しいＮ

ＨＫへの改革～みなさんの声に答えます～」（総合 前 9:00～9:30）で、ＮＨＫの前田
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晃伸会長が「都市部発と地方発の報道のウエイトは５０：５０が日本全体のバランス

ではないか」と話していたが、その通りだと思う。もっと地域の情報を多く取り上げ

てほしい。 

 

○ １月１５日(金)四国らしんばん「四国の“グレートニッチ企業”」は、四国の企業が

持つさまざまな技術について特集がされていた。食肉スライスとパック詰めを自動で

行う技術など、これまで知らなかった技術が紹介されており、目から鱗だった。ニッ

チな分野で活躍する企業にスポットを当てるという切り口もよく、大変勉強になった。

中でも、ステンレス素材を用い、針などの突き刺しを防止する手袋が興味深かった。

これからの展望についても語られており、希望の見える番組構成になっていた。 

 

○ 同じく１月１５日(金)の四国らしんばんを見た。高知県の技研製作所をはじめ、愛

媛県の食肉スライス加工など、世界的に見てもすばらしい技術を磨き上げている企業

が四国にあるということが分かりやすく紹介されており、とてもよかった。地方にも

これだけの技術を持った企業があると誇らしく思った。隙間を埋めるようなニッチな

分野でも、突き詰めていけば世界を引っ張っていけると、勇気をもらえるような番組

だった。 

 

○ １月１５日(金)に再放送されたプロフェッショナル仕事の流儀「石川佳純スペシャ

ル」（総合 前 0:15～1:28）はとても感動した。成功だけではなく、挫折し、トンネル

の中にいるような苦しい様子も映し出されていた。あまり調子のよくないときは取材

をしてもらいたくないというアスリートもいると思うが、今回の石川さんの様子から、

取材者との間に信頼関係があることがうかがえた。この番組の放送後、先日の全日本

選手権で優勝した姿を見て、とても感動した。 

 

○ １月１７日(日)の目撃！にっぽん「“幸せのかたちを探して”～高専ロボコン ５か

月の記録」を見た。新型コロナウイルスの感染拡大によって、ロボットを制作する時

間が１日３時間以内に限られたり、生徒が暮らす寮が閉鎖され集まれなくなったりと

いう理由からバラバラになりかけたチームだったが、議論やけんかを重ねながら大会

へ向けて努力する姿が丁寧に取材されていた。今回の大会は「誰かをハッピーにする

ロボット」というテーマだったが、１人の生徒が言った「作っている側が幸せじゃな

いものをほかの人に見せたとしても幸せにはならないんじゃないかな」ということば

が印象的だった。このように生徒のことばを随所でうまく引き出しており、すばらし

い番組だった。番組のテーマを一つに絞り、取材対象者との間に信頼関係を構築しな

がら番組を制作することは、地方局が持つ最大の強みだと思う。今後も地域に根差し

た取材を重ねて番組を作ってほしい。 
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ＮＨＫ松山拠点放送局   

番組審議会事務局 
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２０２０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)、東京第一ホテル松山におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、事前に視聴してもらった「小豆島に移住してみた！」を含め、放送

番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、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

説明があり、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長  半井 真司 （四国旅客鉄道 代表取締役会長） 

副委員長  柴田 智恵 （有限会社大豊陸送 代表取締役社長） 

委  員  阿部 和孝 （松山市農業協同組合 代表理事組合長） 

神田 優  （ＮＰＯ法人黒潮実感センター センター長） 

田井 ノエル (小説家) 

床桜 英二 （徳島文理大学 総合政策学部 教授） 

土佐 礼子  （三井住友海上火災保険 陸上競技部 

プレーイングアドバイザー） 

中矢 憲吉 （愛媛新聞社 編集局次長） 

滑川 里香 （一般社団法人マチのコトバ徳島 代表理事） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「小豆島に移住してみた！」（総合 １２月１１日(金)放送）について＞ 

 

○ 大平峻世さんが演じる主人公の高見光が都会で挫折して、小豆島に移住し、人の温

かさに触れて成長するというオーソドックスな作りだったが、起承転結がしっかりし

ていて、番組が伝えようとしていることがよく分かる構成だった。六角精児さん演じ

る食堂の店主に一度は取材を断られた高見が、謝罪し、取材をさせてもらえることに

なったシーンが、演技に熱がこもっていて特によかった。六角さんの演技もいい味を

出していた。感動する場面もあったが、地域局制作のドラマとしていまひとつだった

というのが正直な感想だ。カメラに写らないため下半身が下着一枚のまま自宅で動画

を撮影していたり、再生回数が少しずつ増えていったりと、実際の動画配信者の世界

をほうふつさせる細かい演出の工夫が感じられた。再生回数を伸ばすために動画の内
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容に刺激を求めて、迷走していくという描写も現実味があった。主人公の２人が大学

時代にダンス部だったという設定があるにも関わらず、投稿したダンス動画にはキレ

や工夫が乏しく、設定を生かしきれていないように感じた。また、食堂の店主が高見

に野菜を届けるシーンがあったが、唐突過ぎてどのような心変わりがあったのか気に

なった。 

 

○ １回の視聴では十分理解できず、３回視聴したが、そもそも何を伝えたいのかよく

理解できなかった。また、番組の告知では「ヒューマンコメディー」とうたっていた

が、どこで笑っていいのか分からない、笑えないコメディーだった。「小豆島に移住し

てみた！」と題しているが、小豆島を舞台にする理由も分からなかった。実際に小豆

島に住む人がこの番組を見て、うれしいと思える内容だったかといえば疑問に思う。

このドラマは個人の動画配信者が制作し、配信したものであれば、まだ許容できる内

容であったが、公共放送として制作する必要があったのだろうかと感じた。あまり奇

をてらわず、もっとシンプルに視聴者と向き合うのが、公共放送としての正しい姿な

のではないかと改めて感じた。今回の番組を基に、視聴者から支持される番組とは何

かということを、関係者でしっかりと議論することを期待したい。 

 

○ 投稿動画から始まるオープニングは目を引き、番組を見てみようという気持ちにな

った。六角さんが出演する予告編など、事前の告知も多様でよかった。若者の人生観

や、心の葛藤がテンポよく描かれており、あっという間の２５分だった。カメラワー

クや音楽も凝っていて、地方局制作とは思えないほど見応えがあった。海岸沿いを２

人が歩くシーンで、２人の距離が次第に開いていく描写があったが、互いの考え方の

かい離をうまく表していた。東京に戻ろうとする高見に、椙田航平さんが演じる桜井

修平がかけた「移住したら勝手に人生がうまくいくと思ったか」ということばは、脚

本家の社会へのメッセージのように感じた。食堂の店主の「ここに暮らす人にしか作

れんもんを名物っちゅうんや」ということばはとても心に残った。公園で自作のダン

スを踊るシーンに思わず笑ったり、主人公２人の葛藤に感情移入をしたり、店主の高

見に対する優しさにほろっとさせられたりと、本当にうまい構成だった。どのような

経緯でこの番組が作られたのか、また脚本に丸尾丸一郎さんを起用した理由を知りた

い。 

 

○ 実際に動画サイトを閲覧しているような画面からスタートし、一気に引き込まれた。

「オリーブボーイズ」というコンビ名や、オリーブをモチーフにしたかぶりものとい

う単純な設定も分かりやすく、効果的だったと思う。動画配信者の撮影の裏側を見て

いるようで、とにかく楽しめたが、あまり動画サイトを利用しない視聴者には、この

ドラマがどのように映ったのか心配な部分はある。オーディションで選ばれた主人公
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役の大学生２人の演技はすばらしく、食堂の店主役の六角さんの演技もドラマ全体を

引き締めていた。このドラマを通じて、視聴者に何を伝えようとしていたのか思案を

めぐらせる楽しみもあり、続編が見たいと思える番組だった。ドラマの終盤で見せた

店主の一瞬の笑顔も印象的だった。ただ、はっきりとした物語の結末がなく、突然終

わったように感じたことが残念だった。「移住してみた」というタイトルがついている

だけに、現地での生活の様子ももっと見てみたかった。 

 

（ＮＨＫ側）      

地域向け番組という枠の中で、新しいことに挑戦しようとドラマ

の制作を提案した。題材については、これまでになく、かつ若い人

たちに興味を持ってもらい、地方の現在を見つめてもらうという視

点から、地方の動画配信者とした。制作過程では、実際に地方の動

画配信者や移住した人に取材したエピソードなどを参考に脚本を作

った。脚本家に関しては、これまでにないタイプのものを作りたい

という思いから、東京を拠点に活動する劇団で、演出家兼俳優を務

める丸尾さんを起用した。ただ、短い放送時間の中で、「動画サイト

と現実世界の行き来」というコンセプトを貫こうとしたため、結果

的に分かりにくさが生じてしまった部分もあると感じている。 

 

（ＮＨＫ側）      

多くの視聴者が番組を１度しか見ない中で、このドラマを通じた

メッセージが、きちんと伝えられたかという点については課題が残

ったと感じている。頂いた意見を参考にしながら、今後も新しい取

り組みにチャレンジしていきたいと思う。 

 

○ 視聴した直後は、番組のねらいがつかめず、不完全燃焼気味だったが、繰り返し見

ることで、味のあるドラマだと感じるようになった。六角さんの存在感は圧倒的だっ

たが、オリーブボーイズの２人の演技も、微妙な表情の変化から心の動きが伝わって

きた。香川の現役大学生をオーディションで選んだということだが、それを全く感じ

させない演技だった。再生回数を伸ばすための企画が空回りする設定や、仕事中に携

帯電話をいじりながら他のことを考える姿、自分の思い通りにならないとすぐに現実

逃避する姿など、現在の若者のイメージをうまく表現していた。食堂の店主の意外な

一面を知ってから、徐々に変化する高見の心の動きや高見と桜井が本音をぶつけ合う

シーンは見応えがあった。また、場面が切り替わる際に流れる小豆島の風景がとても

美しかった。 
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○ 地方発のドラマ制作、オーディションによる主役の決定、都会から小豆島に移住し

てきた動画配信者を描くという設定など、２５分のドラマの中に、いろいろなチャレ

ンジをかいま見ることができた。ドラマを作り上げるには、通常の番組制作とは違う

苦労があると思うが、それをあえて地方で制作するという姿勢は評価できると感じた。

内容については、胸に突き刺さるようなものはなく、視聴者に何を伝えたいのかとい

う点がはっきりとしないまま中途半端に終わってしまったという印象を持った。なぜ

このような企画に至ったのかを知らないまま見ると、理解が難しい部分があり、ドラ

マそのものの力が弱かったように思う。今回に限らず、これからも地方局だからこそ

できるチャレンジをし続けていくことは大事だと思うが、放送のプロとして、視聴者

が満足できるクオリティーの高いものを制作してほしい。 

 

○ 番組のスポットに六角さんが登場していたこともあり、非常に期待して視聴した。

高見や桜井役の学生の熱演や、小豆島の景色の美しさ、アップテンポなストーリー展

開も相まって、気軽に視聴することができた。昨今、地域に移住したものの、なかな

か溶け込めずに挫折するというケースはよく耳にする。このドラマでも、移住とはど

ういうことなのかを改めて問いただしていく若者の成長と、地方移住の現実を描いて

いた。物語の展開が早く、１度見ただけでは慌ただしい印象が強かったが、もう一度

見直すと、高見の移住に至る経緯や、人物像がよく伝わってきた。桜井がどんな思い

で移住に至ったのかも知りたいと思った。食堂の店主が野菜を高見に届ける場面は、

かなり唐突な印象を受けた。これが転機となり、店主への謝罪と取材依頼に繋がって

いく展開も急だった。２５分の短い時間の中に、数々の小豆島の観光スポットや名物

が織り込まれていたのはよかったが、本来このドラマで伝えたかったことが薄まって

しまったのではないかと感じた。 

 

○ 動画とその撮影の裏側が交差するという演出は斬新だった。番組を見た当初は主人

公の内面の変化や時系列が分かりづらいと感じたが、不思議な感動がある番組だった。

東京生活でのトラウマや、地域になじめないという葛藤を抱えながらも、食堂店主や

友人との交流を通し、主人公の高見が大切なことは何かを知るという展開からは、「自

分の気持ちが明るくなれば周りも明るくなる」ということが伝わってきた。新型コロ

ナウイルスの感染が拡大する中で、気持ちの持ち方を考えさせられる内容で、この苦

難をみんなで乗り越える勇気を与えてくれる番組だった。生活音とゆったりとしたテ

ンポで流れる「瀬戸の花嫁」、カメラのレンズ越しの世界と自分の目で見る世界、変わ

っていくことと守らなければならないことなど、さまざまな対比が印象的だった。一

方で、番組序盤に登場する乱雑に盛りつけられたそうめんや、汚れた畳の映像は、高

見が次第に前向きに変わっていく対比を描くために映していたと見受けられるが、あ

まりきれいなものではなく、残像として残ってしまい残念だった。 
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○ 主演に地元の若者を起用したことや小豆島の活性化など、地域貢献への意気込みが

感じられた番組だった。しかし、ストーリーがありきたりな上に、たくさんの要素を

詰め込んでいて、どの視聴者層に何を伝えたいのかが伝わってこなかった。画面の表

示を工夫し、動画、撮影の画面、その他のシーンを区別していたのはよかったが、動

画の画面は色んな情報が入り過ぎて、非常に見づらく感じた。高見が過去のパワハラ

を思い返すシーンで毎回流れるドラムの音や、眉に手をあてるしぐさは、放送時間が

短いがために分かりやすい表現をせざるを得なかったという事情を考慮しても、やや

大げさに感じたが、主演を務めた２人の大学生は好演していたと思う。小豆島を始め、

ほかの島しょ部に移住者が増えているが、移住者を明暗の両面から取材したドキュメ

ンタリーも見てみたいと思った。引き続き地域貢献に資するような番組制作にチャレ

ンジしてほしい。 

 

○ 現在の四国や各地方で、実際にあり得る物語の設定だと感じた。新型コロナウイル

スの感染拡大という実情を交えながらの描写は、今の状況をよく現わしていると思っ

た。主人公の高見のように都市部での挫折を機に地方に移住し、地方でもまた挫折を

味わい、つらい現実から逃げている人はたくさんいるだろうと思う。桜井からのしっ

たを経て、高見が自分の間違いに気づき、人間として成長し、地域になじんでいく様

子が端的に描かれ、２５分の短いドラマとしてはまとまりがよかった。一方で、実際

にあの程度のしったや、叱られた店主からの置き土産だけで改心する若者がいるだろ

うかとも感じた。もう少し心の葛藤を描く場面があってもよいのではないかと思った。

番組視聴後、主演の２人が香川県の大学生だったことを知ったが、今どきの若者像を

違和感なく上手に演じていたと思った。ドラマの特設サイトに掲載されている六角さ

んのスペシャルコンテンツも楽しむことができた。 

 

○ 高松局が、香川県の大学生が主演を務めるドラマを、香川県を舞台に制作したとい

うことそのものが評価できる。予算や人員の制限のほか、新型コロナウイルスの影響

もある中で、ドラマが制作されるとは想像していなかった。冒頭のフェリーのシーン

や、主人公２人が海辺を歩くシーン、海に夕日が沈む様子など、瀬戸内海の美しさが

存分に映し出されていたことが印象的だった。ただ、番組の新規性以外に制作側の意

図が読み取りづらかった。「早期転職」「島への移住」「動画配信者」というキーワード

はいずれも興味深いものではあるが、２５分のドラマで表現するには複雑すぎると感

じた。番組特設サイトに掲載されていたスペシャルコンテンツ「六角チャンネル」は

おもしろかった。このようにドラマに合わせて香川県の魅力を発信することも重要な

取り組みだと感じた。全体を通して、ドラマのおもしろさという点では課題を感じた

ものの、企画の新規性という点では大変興味深い番組だった。引き続き、地方局発の
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ドラマの在り方を考え、挑戦してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）      

主演の２人の大学生は、演劇コースを備えている香川県内の大学

の学生を中心にオーディションを行って選んだ。動画サイトを題材

にした番組ということで、当初からＳＮＳによるプロモーションに

力を入れることを決めていた。放送の半月前からＳＮＳと特設ホー

ムページで情報を発信し、大きな反響があった。見ず知らずの人の

家の戸口に野菜をかけておくことは小豆島ではよく見られる光景の

ため、店主がテイクアウトの宣伝もかねてチラシと一緒に野菜を配

るという設定にしたが、実情を知らない視聴者にとっては確かに唐

突に感じられたと思う。 

 

（ＮＨＫ側）      

今回はドラマという形での地域貢献を目指し、局が一丸となって

取り組むことができた。今回の経験を生かし、次回の挑戦ではさら

に質の高いものを提供できると感じている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １０月９日(金)の「ドキュメント露口 ～松山・伝説の老舗バー～」（総合 後 7:30

～7:55 愛媛県域）を見た。店の昔の写真や、常連客のプライベートなど知られざるエ

ピソードが満載だった。また、店主の露口貴雄さんの妻、朝子さんの明るい人柄もよ

く伝わってきた。新型コロナウイルスの影響を受けながらも営業を続ける様子を見て、

これからも元気に頑張ってほしいと応援したくなる番組だった。 

 

○ １２月２日(水)のクローズアップ現代＋「老朽化した橋が危険 必要な修繕が終わ

らず 笹子事故から８年」を見た。９人が犠牲になった笹子トンネルで天井板が崩落

した事故から８年たったが、今も日本全国には、修繕が必要と判断されながら工事に

着手できていないインフラが全体の６割以上残っている。高度成長期に将来の更新を

考えずにインフラが造られ続けた結果、老朽化が進み、日本の公共インフラ資産の合

計がＧＤＰを上回る状況になっている。こうした課題について、富山市長をはじめ自

治体担当者や学識経験者のコメントと、各種数値に基づく解説により分かりやすく説

明されていた。四国においても、同じような課題があると思われる。また、公共交通

機関を取り巻く環境は、公共インフラと同じ状況にあり、そのあり方が四国の未来像
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にも関わってくる。ＮＨＫには、今後の５０年、１００年先の四国を見据えた、公共

インフラや公共交通機関のあるべき姿についての問題提起を続けてもらいたい。 

 

○ １２月４日(金)のひめＤＯＮ！「聞いてみた！あなたの『コロナ個人的ニュース』」

を見た。新型コロナウイルスの感染拡大の中で起きたできごとを、３日間で３０人以

上に聞いていたが、もっとたくさんの人の声を聞きたかった。弁当づくりを通じて絆

を深める今治市の夫婦の話や、赴任した小学校が新型コロナウイルスの影響で休校に

なった新人教師の話など、一般の人々のインタビューを通して、日常の大切さがよく

伝わる内容だった。 

 

○ １２月４日(金)のとさ金「浜田県政１年 こうちの課題はいま」を見た。浜田省司

高知県知事をスタジオに招き、この１年を振り返るとともに、新型コロナウイルスの

感染拡大防止と経済活動の両立、人口減少、南海トラフ巨大地震などの課題にどう向

き合うのか考えを聞くという内容だったが、県政担当記者にはもう少し踏み込んだ質

問をしてほしかった。浜田知事が高知の課題に対してどのように考えているのかが全

く見えず、非常に残念だった。 

 

○ １２月７日(月)から放送が始まった「進撃の巨人Ｔｈｅ Ｆｉｎａｌ Ｓｅａｓｏｎ」

を見ている。前シーズンと制作会社が異なるため、どのような仕上がりになっている

のか不安があったが、原作をうまく生かして描写していると感じた。 

 また、１２月２０日(日）の「ドラマ『岸部露伴は動かない』プロダクションノート」

（総合 後 4:30～5:00）を見た。１２月２８日(月)から３夜連続で放送されるドラマ

の制作の裏側を公開するという番組だが、本編を見たくなるような作りになっていた。

小説や漫画の実写化には賛否両論あるが、今回のドラマは原作の世界観を非常に大切

にしていることが伝わってきた。ドラマ本編も楽しみだ。 

 

○ １２月１１日(金)のドキュメント７２時間「サイクリングの旅 しまなみ海道を駆

ける」を見た。広島県尾道市から愛媛県今治市まで７０キロにわたるしまなみ海道を

移動しながら、さまざまな人を丁寧に取材しており、非常に好感を持った。多くの人々

がしまなみ海道を訪れるが、その目的や背景は人によってさまざまで、一つ一つにド

ラマがあると感じた。登場したのは１５組だったが、実際にはどのくらいの人に取材

をしたのか気になった。また、取材に応じた人のほとんどが、プライベートな内容ま

で話しており、ディレクターの取材力の高さがうかがえた。２９分間の中に１５組の

涙あり笑いありのドラマがぎゅっと詰め込まれ、しまなみ海道の美しい景色と吹石一

恵さんのやさしいナレーションも相まって、見終わって心が洗われるようなすがすが

しさを感じた。アメリカとオーストラリア出身の女性２人組は、走行中の表情が映っ
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ていたが、協力を依頼して自転車にカメラを付けてもらったのか気になった。 

 

○ 同じく１２月１１日(金)のドキュメント７２時間を見た。とてもよくできた番組だ

った。サイクリングを夫婦で楽しむ方、親子で楽しむ方、一人で楽しむ方などさまざ

まな人がいて、たくさんのエピソードが語られ見応えがあった。中でも、徒歩で日本

２周目に挑む男性が印象的だった。カメラを向けられながらも、離婚や家族との死別

などのつらい経験を語る姿を見て、誰かに聞いてほしいという思いがあったのかもし

れないと考えさせられる内容だった。 

 

○ 同じく１２月１１日（金）のドキュメント７２時間を見た。しまなみ海道は、サイ

クリングの聖地や観光地として取り上げられることがこれまでも多くあったが、今回

のように行き交う人々に焦点をあてるという切り口は新鮮でよかった。心のひだまで

分け入るような取材も見事だった。番組が進むにつれて、かなり深いエピソードが増

え、共感できることばが数多くあった。初めて出会った人から踏み込んだ話を聞き出

すのはとても難しいことだが、担当したディレクターの人柄がよかったのだと思う。

今後もこのような番組を作ってほしい。 

 

（ＮＨＫ側）      

今回の「ドキュメント７２時間」の取材では、３日間で７０組以

上の方にじっくりと取材した。途中、自転車と一緒に疾走するよう

な映像は、女性に協力をお願いして、小型カメラを自転車に付けて

もらい、サイクリストと同じ気持ちを味わえるような映像を工夫し

て撮影した。 

 

○ １２月１５日(火)のひめポン！で、シリーズ「コロナ時代を生きる」の「コロナと

医療」を見た。県内でも連日、新型コロナウイルスの感染が確認されているが、県の

報告会見はプライバシー保護を理由に抽象的な話にとどまっていると感じている。こ

のコーナーでは、県立中央病院の治療現場の映像を流したほか、実際に治療にあたっ

ている医師にインタビューを行い、医療現場がこれまでの状況とは比較にならないほ

どの窮状であることを伝えていた。また、症状が悪化する人が増えているという実情

や、看護師の不足も伝えており、公共放送としての役割を果たしている内容だと感じ

た。シリーズの続編も期待している。 

 

○ １２月１７日(木)の「とく６徳島」で、１５歳以下の女子フットサルの全国大会に

出場する徳島県のチームの話題を放送していた。新型コロナウイルス感染拡大の影響

で、部活動の大会が中止になるなど、悔しい思いをした子どもたちが四国にはたくさ
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んいると思う。ＮＨＫには地域の応援団として、そのような子どもたちを励ますよう

な放送をしてほしい。 

 

○ １２月２０日(日)に再放送された目撃！にっぽん「“その後”を生きる～性暴力被害

者の日々～」（総合 後 3:05～3:39）を視聴した。非常に重い問題を扱っていたが、当

事者の方を丁寧に取材しており、とてもすばらしい番組だった。ぜひ多くの人に見て

ほしいと思う。 

 

○ ＮＨＫウィークリーステラを毎週読んでいる。１１月 ２０日号から連載されてい

る「ＮＨＫ全国アナウンサー名鑑」を見て、ＮＨＫのアナウンサーの中で女性の割合

が少ないと感じた。四国では各局１人ずつ計４人、ほかの地方では全く女性アナウン

サーがいない局もあった。女性アナウンサーをもう少し増やしてもよいのではないか

と思う。 

 

ＮＨＫ松山拠点放送局   

番組審議会事務局 
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２０２０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)、東京第一ホテル松山におい

て、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、事前に視聴してもらった「もっと四国音楽祭２０２０」を含め、放

送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、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

れ説明があり、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長  半井 真司 （四国旅客鉄道 代表取締役会長） 

副委員長  柴田 智恵 （有限会社大豊陸送 代表取締役社長） 

委  員  神田 優  （ＮＰＯ法人黒潮実感センター センター長） 

小松 圭子 （有限会社はたやま夢楽 代表取締役社長） 

田井 ノエル (小説家) 

床桜 英二 （徳島文理大学 総合政策学部 教授） 

土佐 礼子  （三井住友海上火災保険 陸上競技部 

プレーイングアドバイザー） 

中矢 憲吉 （愛媛新聞社 編集局次長） 

滑川 里香 （一般社団法人マチのコトバ徳島 代表理事） 

西本 佳代 （香川大学 大学教育基盤センター 准教授） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「もっと四国音楽祭２０２０」（総合 １０月２３日(金)放送）について＞ 

 

○ 新型コロナウイルスの影響が続く中で、四国にエールを送るという今年のテーマは

妥当だと感じた。番組の切り口も興味深く、「四国」「コロナ」「音楽」というキーワー

ドで、これほど多様な企画を考えることができるのかと驚いたし、視聴者を飽きさせ

ない工夫が感じられた。また、昨年に引き続き、司会に南原清隆さんを起用したこと

は、番組の輪郭をはっきりさせるのに役立ったと思う。昨年とおととしの「もっと四

国音楽祭」に関しては、内容に対して放送時間が長いという感想を持っていたが、今

回はそうは思わなかった。ただ、「みんなでふるさとの色」の企画は、音声が聞きづら

い点があった。今後の工夫で改善できたらいいと思う。また、一部の四国出身のアー
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ティストの曲については、ＶＴＲの紹介だけにとどまっており残念だった。 

 

○ 「もっと四国音楽祭」というタイトルの通り、とことん四国にこだわった音楽番組

だった。新型コロナウイルスの影響下で、番組制作に工夫を凝らした様子が伝わって

きた。放送時間の長さから、当初はどのような展開になるかと思ったが、医療従事者

と岡本真夜さんのリモートでの対話や、中学生とミュージカル俳優の山崎育三郎さん

との共演、愛媛県の中島の人々と坂本冬美さんとのエピソードと、盛りだくさんだっ

た。三山ひろしさんも、純粋に歌を披露していてよかったと思う。四国４県の祭りの

紹介は、それぞれに個性があり楽しめた。リモートで会話をする際の映像や、視聴者

から寄せられた動画を複数つないだ映像も、新型コロナウイルスの感染拡大当初に比

べて、どんどん見やすくなっており、違和感のないきれいなものだった。 

 

○ 例年の公開収録したものとは異なっていたが、視聴後にとてもすがすがしい気持ち

になる番組だった。新型コロナウイルスの影響により大変な今、音楽で四国にエール

が届いたのではないかと感じた。司会の南原さんからは、故郷である四国に対する思

いが随所から伝わってきた。徳島県の阿南第二中学校ジャズバンド部と山崎さんとの

コラボ企画はとても感動した。新型コロナウイルスの影響によりコンサートなどの発

表の場が突然失われた中学生にとって、連続テレビ小説「エール」に出演している山

崎さんからの励ましのことばと、一緒に共演できたことは一生の宝物になったと思う。

新型コロナウイルスで中止になった四国４県の祭りが集合し、三山さんの歌う「まつ

り」に合わせて、一体となってパフォーマンスを披露するのもめずらしい試みだと感

じた。あっという間の７０分で、とてもよい番組だと感じた。 

 

○ タイトルに副題を付けたほうが、「音楽で四国にエールを送る」という番組の趣旨を

分かりやすく伝えられたのではないかと思う。リモートでのやりとりを織り交ぜた今

回の番組構成は、新型コロナウイルスの感染拡大下での音楽番組制作の見本になると

思う。山崎さんと阿南第二中学校の生徒との共演は、物語性もあり非常によかった。

新型コロナウイルスの影響により、音楽活動が制限されるという両者の共通の状況が、

結びつきを強くしているように感じた。阿南第二中学校のような状況に置かれている

学校は全国にたくさんあるので、ＮＨＫが持つネットワークを生かし、このようなコ

ラボレーションをもっと企画してほしい。新型コロナウイルスによる影響はこの先も

続いていくと考えられるため、今回の番組作りで得た経験を糧に、新たな視点から今

後の「もっと四国音楽祭」が制作されることに期待している。 

 

○ 今回の番組は、新型コロナウイルスの感染拡大という現在の苦難にしっかりと向き

合い、総合的にすばらしい番組だったと思う。２年前の「もっと四国音楽祭」とは異
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なり、一つ一つの企画にしっかりとしたストーリーがあって、とてもよかった。司会

の南原さんは、さすがの安定感で番組の冒頭からすばらしい滑り出しだった。松山局

の首藤奈知子アナウンサーとの息もぴったりで、安心して見進めることができた。徳

島県の阿南第二中学校の生徒と山崎さんの共演は、感動して涙が流れた。番組を通し

てこのような機会を与えられて本当によかったと思う。山崎さんがキャスティングさ

れた理由と、数ある中学校の中から阿南第二中学校が選ばれた経緯を教えてほしい。

ＮＨＫ四国のテーマソング「ふるさとの色」が番組の中で何度も流れ、少し飽きてし

まったが、四国から生まれた１曲として、引き続き根づかせてほしいと思う。これま

で、さまざまな番組で、「四国を一つに」と言われてもふに落ちないことが多かったが、

今回は四国が一つになっていると心から思うことができた。今後の「もっと四国音楽

祭」にも期待したい。 

 

（ＮＨＫ側）      

新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、今年の音楽祭をどの

ような番組にしていくかが大きな課題だった。今回の番組を通じて、

新しい音楽番組の制作のヒントが得られたと同時に、地域の方々に

楽しみにしていただけるイベントとしての部分をどう残していくか

という課題も新たにできた。阿南第二中学校を選んだ理由は、もと

もと松山局のディレクターが、別番組で同校のジャズバンド部を取

り上げる企画を考えており、新型コロナウイルスによりどのような

影響を受けているのか取材を進めることになった。その過程で、ミ

ュージカル好きの部長が、山崎さんに会いたいと話したことをきっ

かけに、山崎さんに出演を打診し、今回の共演が実現した。「みんな

でふるさとの色」のコーナーでは、幅広く参加してもらいたいとい

う思いからこうした演出とした。リモートでの収録ということで技

術的な限界があったが、一部聞き苦しい部分があったという指摘は

率直に受け止めたい。 

 

○ 番組は趣向を凝らした内容で、とても充実していたと感じた。長時間の番組だった

が、視聴者を飽きさせない構成だったと思う。高知県北川村の「モネの庭」で岡本真

夜さんが歌う場面は、歌とロケーションがぴったり合っていてよかった。「みんなでふ

るさとの色」は、新型コロナウイルスの影響で一緒に演奏したくてもできない中、映

像がうまく編集されていて、人と人のつながりを感じられ、とてもすばらしかった。

「ふるさとの色」は、四国の人々の気持ちを一つにすることができるすてきな歌だと

改めて感動した。最後の三山さんの持ち味を生かした「まつり」の歌唱はよかったが、

四国４県の祭りのコラボレーション企画は、「四国を一つに」という趣旨は分かるもの
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の、いまひとつだと感じた。みんなが参加できる音楽祭は、やはりいいものだと感じ

たが、来年以降の新型コロナウイルスの影響が不透明な中、今後どのように番組を作

っていくのか非常に気になった。さまざまな模索がこれからも続くと思うが、批判を

恐れずにチャレンジしてもらいたい。 

 

○ 山崎さんと阿南第二中学校の生徒の共演が特によかった。全体的にリモートでの出

演者が目立つ番組だったが、本来であればスケジュールの都合で難しいコラボレーシ

ョンが実現するようになったことはプラスではないかと思う。「みんなでふるさとの

色」の企画もよかったが、音のつなぎ方が不自然だと思うところもあった。視聴者の

リクエスト曲の紹介は、過去の紅白歌合戦やミュージックビデオの映像を短時間流し

ており、ややもの足りないと感じた。また、四国４県の祭りを紹介する場面で「ふる

さとの色」を流すのは、各県の祭りの個性が薄れてしまうと思った。新型コロナウイ

ルスの感染拡大以降、医療従事者のみをヒーローのように持ち上げる風潮に違和感を

抱いている。他の職業でも奮闘している人が多くいるため、大変な中でも頑張って働

いているすべての人々へのエールという形にしたらよいと思う。 

 

○ 過去２回の「もっと四国音楽祭」のようなホールで公開収録した映像ではなく、新

型コロナウイルスの感染拡大防止策を徹底し、気をつけて収録していることがよく伝

わってきた。番組の収録場所として、しまなみ海道の美しい絶景を背景に選んだこと

は、四国の人々に向けて、四国の美しさを再認識してもらうよい機会になったと思う。

南原さんとアンジェラ・アキさんがリモートで対談する場面は、初めての共演にもか

かわらずテンポがよく、互いのふるさとについての内容の濃い話を聞くことができ、

楽しかった。一方、「ふるさとの色」に合わせて各県の祭りを披露する演出は少し無理

があったと感じた。撮影場所も狭く、４つの祭りが窮屈そうにパフォーマンスをして

いて、十分に披露できたのか心配になった。今回の「もっと四国音楽祭２０２０」は

内容も盛りだくさんで、年に一度の音楽祭としてそれなりに楽しめたが、できれば音

楽の部分をもう少し充実させてほしかった。 

 

○ 新型コロナウイルスの影響が続く中、音楽でエールを届けるという同様の番組が数

多くある中で、今回の番組は、四国という枠組みだったため、より親しみを感じなが

ら見ることができた。各地の絶景を見ながら、なじみがある歌を聞くことができて本

当に楽しかった。山崎さんと阿南第二中学校のコラボレーションはとても感動的だっ

た。欲を言えば、やはりリモートではなく、実際に中学生と山崎さんを会わせてあげ

てほしいという思いがあった。「みんなでふるさとの色」の企画は、四国各地の幅広い

年齢層の人が心から楽しんで演奏している様子が画面越しに伝わってきて、見応えを

感じた。映像もほどよい長さでつながれていて、違和感なく見ることができた。新型
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コロナウイルスの影響で発表の場があまりない中、よい機会になったと思う。青空な

どせっかくのきれいな風景が一部白飛びしているように見えた部分があり残念だった。 

 

○ 四国を元気にしようという制作意図が十分に伝わる内容だった。各企画の時間配分

も適切だった。坂本さんと中島の島民との場面では、みかん農家の男性の「みかん栽

培がいつまでできるかではなく、できる間はしようと考えを切り替えて前向きになれ

た」、坂本さんの「待ってくれる人がいることが励みになる」など、いずれのことばも

印象的で、うまく引き出せていたと思った。南原さんとアンジェラさんの対談の中で、

南原さんの「四国の人は受け身。ふるさとの色を通じて前向きに、エネルギーを前に

出そう」ということばも、四国の人々へ向けたすばらしいエールになったと思う。「み

んなでふるさとの色」や四国４県の祭りの企画は、ほかの番組でも見たことがあるよ

うな企画だったが、番組として盛り上がったのでよかったと思う。全体を通して、南

原さんの軽妙な進行もあり、７２分の長さをあまり感じなかった。 

 

○ 番組冒頭で三山さんが歌う「瀬戸の花嫁」は、背景の瀬戸内海の景色とよく合って

いて、とてもすてきだった。テロップだけではなく、直後のトーク場面などで改めて

撮影場所を紹介してほしいと思った。岡本さんの「ＴＯＭＯＲＲＯＷ」は、曲が誕生

した背景を知ってから聞くと、歌詞が胸にしみた。岡本さんの「逃げずに自分を信じ

続ける」ということばも、現在の新型コロナウイルスの影響下ですべての人に響くも

のだと思った。新型コロナウイルスの影響によって演奏の機会を失った徳島の阿南第

二中学校ジャズバンド部と山崎さんの涙の共演も、「マイウェイ」の歌詞が今の時代に

合っていて印象的だった。また、先輩と後輩の熱い絆にも心を打たれた。「みんなでふ

るさとの色」は、アナウンサーの歌声が聞こえなかったのが残念だった。坂本さんと

中島の人々との絆は以前から知ってはいたが、改めてその強さを感じることができた。

島の人々が坂本さんを本当の身内のように思い接してきたことが伝わり、一つの歌が

つないだ縁の深さを知ることができた。 

 

（ＮＨＫ側）      

番組終盤の四国４県の祭りが集合する企画については、場所の制

約があったことに加え、新型コロナウイルスの感染防止のため各チ

ーム内でも一人一人が距離を取る必要があり、画面全体として窮屈

に見えてしまったと思う。「みんなでふるさとの色」については、一

般の方による撮影のため、どうしても途中に雑音などが入ってしま

う場合がある。そのような場合の対応は、今後の課題として考えて

いきたい。頂いた意見は、制作担当者とも共有し、次回に生かして

いきたい。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○ １０月１６日(金)の四国らしんばん「真珠の輝き支えて」を見た。主人公の中山長

治さん、教子さん夫妻は、結婚以来、稚貝の大量死を乗り越えながら母貝業を営み続

け、宇和島の真珠産業を支えてきた。今年に入ってからは新型コロナウイルスの感染

拡大、教子さんのリウマチの悪化、さらに稚貝の大量死の兆候が見られるなど、苦境

に立たされる中、互いに支え合う姿からは夫婦の愛を感じた。こうした労苦が、タイ

トル通り真珠の輝きを支えているということをうまく映し出せていた。また、病院や

カラオケ喫茶に同行するなど、取材者が夫婦から大きな信頼を得ていることが見て取

れた。このような関係があったからこそ、いいコメントを引き出せたのだと思う。た

だ、たびたび取材者の声が入っていたことが気になった。社会問題に切り込むふだん

の「四国らしんばん」ではなく、ヒューマンドキュメントを見ているような仕上がり

で、番組自体はとてもおもしろかったが、「四国らしんばん」とは趣を異にする番組だ

と感じた。南予地方の主要産業である真珠産業をとりまく状況は今後も非常に厳しい

ものがあると思う。引き続き追跡取材をお願いしたい。 

 

○ １０月２７日(火)に再放送されたＢＳ１スペシャル「乳がんダイアリー 矢方美紀 

２０２０ 夢をあきらめたくない」(ＢＳ１ 前 10:00～10:50)を見た。元ＳＫＥ４８

のメンバーでタレントの矢方美紀さんは、１５歳から３９歳までをさすＡＹＡ世代の

がん患者として、２年前に乳がんの手術を受けて以降、ＮＨＫなど数多くのメディア

に出演してきた。ＡＹＡ世代のがん患者の存在を知らせ、共に生きる社会のあり方を

考えてもらうという点において、矢方さんはもちろん、ＮＨＫも非常に大きな貢献を

してきたと思う。今回の番組も、情報提供や問題提起という意味で重要な役割を果た

していたが、「困難があっても頑張るがん患者」という分かりやすいストーリーの中に、

番組全体が押し込められており、ほかの切り口も提示してほしいと感じた。１１月の

「ハートネットＴＶ」や「バリバラ」など、死生観を扱ったすばらしい番組が最近放

送されていたことから、何か新しい視点の番組を作ってくれるのではないかという期

待があり、少し残念だった。前向きに生きるロールモデルに、当事者が励まされるこ

とは多々あると思うが、当事者にとって頑張ることは容易ではない。頑張れないこと

を肯定するメッセージも発信してほしいと思った。 

 

○ １１月６日(金)放送のひめＤＯＮ！「徹底調査！“伊予の早曲がりナゾ」を見た。

今回は交通量の多い松山市内の複数の交差点に定点カメラを設置して取材をしたり、

独自に 900 人へのアンケート調査を実施したり、非常に力が入っていたと感じた。た
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だ、アンケートの対象をトラック、バス、タクシーのドライバーに絞っていた点が気

になった。一般のドライバーにも危険な運転をする人がいる中で、調査の対象を限定

した理由を教えてほしい。番組に登場した複数の専門家によるメカニズムの解説は、

どれも興味深かった。“伊予の早曲がり”を無くすにはどうすればよいのかを、地域全

体で継続して考えていく必要があると思った。全国にある地域にちなんだ同様の現象

と比較して検証してもよかったと思う。全体を通して、非常に勉強になるおもしろい

番組だった。 

 

○ 同じく１１月６日(金)のひめＤＯＮ！「徹底調査！“伊代の早曲がり”のナゾ」を

見た。アンケートで 900 件もの回答を集めた点はすばらしいと思った。“伊予の早曲が

り”について、大阪大学大学院の中井宏准教授に交通心理学の観点から分析を依頼す

る着眼点もよかった。この現象は、およそ６０年前からあったというインタビューは、

大変興味深かった。発生する理由の一つとして、「周囲の目がない車内では、ふだんの

穏やかな県民性とは異なる別の人格が出てくる」という分析があったが、アンケート

の回答にあった「お先にどうぞという気持ちから始まったのではないか」という考察

が一番理解しやすいと感じた。この考察についてもさらに深掘りしてほしいと思った。 

 

（ＮＨＫ側）      

アンケート調査については、限られた制作期間の中でなるべく多

くの回答を得るため、日頃から運転をしているトラック、バス、タ

クシーのドライバーに絞って調査を行った。 

 

○ １１月６日(金)の前園真聖しこく絶景たび「初秋の香川 徳島編」(総合 後 7:57～

8:40 四国ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。視聴者からＳＮＳでおすすめの場所を募集するという取り組

みは、改めてよいものだと感じた。ＳＮＳを利用することで、テレビ局をより身近に

感じてもらえると思う。特にＮＨＫには、地域を応援するような番組を作ってほしい

と日頃から感じているため、今後も一般の視聴者と目線を合わせ、身近な存在であっ

てほしいと思う。 

 

○ １１月６日(金)のとさ金「逆境こそ 笑おう」を見た。２２歳の白血病患者竹内蔵

之介さんは、「にゅーいん」という名前で、動画投稿サイトで活動している。５歳のと

きに白血病を発症し、これまで３回の骨髄移植を受けてきた。今も闘病中の竹内さん

は、自身の症状や入院生活のアドバイスなど患者目線の動画を発信し続けている。こ

れまで投稿した７０本以上の動画は、そのすべてが優しい語り口で明るい。辛いとき

や悲しいときこそ笑顔でいようとする竹内さんの思いに迫る番組だった。周りの人が

悲しい顔をしないようにと、明るく振る舞う竹内さんの姿勢に強く心を打たれた。退
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院後、体調が少しよくなって外出許可が下り、家族４人で飲食店に行った場面が印象

的だった。家族が一緒にいられることの喜びを語り、「これが日常であればいい、可能

なら」と寂しく言う姿から、当たり前の日常が必ずしも当たり前ではないということ

に改めて気づかされた。 

 

○ １１月７日(土)の武井壮のパラスポーツ真剣勝負「陸上“伴走の世界”」(ＢＳ１ 後

9:00～9:45)を見た。ゲストに有森裕子さんやアテネパラリンピック金メダリストの高

橋勇市選手が出演し、豪華な顔ぶれだった。高い身体能力をもつ武井壮さんでも、ア

イマスクをつけると、よちよちした走りになっている様子や、伴走者とパラアスリー

トの息ぴったりの姿を見て、パラアスリートの研ぎ澄まされた感覚のすごさがよく伝

わってきた。東京オリンピック・パラリンピックは延期になったが、このような番組

を放送することで、盛り上げることができると思う。 

 

○ 生放送には小さなトラブルが付き物だと思うが、発生後のアナウンサーの対応によ

って、視聴者の印象が大きく変わると感じる。１１月１６日(月)の「おはよう日本」

のスポーツコーナーで、男性キャスターの音声がうまく入らないというトラブルがあ

ったが、桑子真帆アナウンサーがうまくサポートしていたのが好印象だった。予期し

ないことが発生してもうまくやり過ごし、視聴者が安心して番組を見られるよう努め

てほしい。１１月１０日(火)の「とく６徳島」でも、料理コーナーの途中で映像が停

止するトラブルがあったが、その後のアナウンサーとキャスターの言動から動揺して

いる様子が伝わってきた。このようなことは起こりうるという前提で、さまざまな研

修をしているとは思うが、どのような訓練をしているのか気になった。 

 

（ＮＨＫ側）      

料理コーナーが始まって半分ほど過ぎたところで映像が停止した。

トラブルの発生時は、スタジオのアナウンサーやキャスターが状況

を把握できない場合があるため、対応としては、スタジオの外から

原因などのコメントを入れて、そのコメントを読むことが原則にな

っている。当日の放送では、想定外の状況にアナウンサーとキャス

ターが戸惑い、リカバリーが遅くなってしまった。番組の放送前に

使用する映像の確認をすることと、トラブル後の対応の２点につい

て、再発防止を改めて徹底していきたい。 

 

（ＮＨＫ側）      

トラブルの発生時、落ち着いた態度や言葉で臨めば、同じ対応を

とるにしても見え方が違ったと思う。このような生放送時のトラブ
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ル対応について、日頃から訓練は重ねているが、改めて研修をして

いきたい。 

 

○ １１月１３日(金)の四国らしんばん「父はなぜ闘牛を愛したのか」を見た。亡くな

った父親が残した牛と信頼関係を築こうとする息子の苦悩がよく伝わってきた。最初

は大会に出てもすぐに負けてしまったが、地道に信頼関係を作り、大会に勝つことが

できるようになったという物語は感動的だった。事故で父親を亡くし、家族もさまざ

まな葛藤があったと思う。タイトルは「父はなぜ闘牛を愛したのか」ではなく、「息子

はなぜ、父が愛した闘牛を継いだのか」と主語を息子にして、葛藤を乗り越えて闘牛

を育て続けていくという思いの部分に迫れば、番組としてもより深みのあるものにな

ったのではないか。全体を通して、見応えのあるよい番組だったと思う。 

 

○ 「シュガー＆シュガー」を楽しく視聴している。中でも「絶対に歌える男」という

コーナーが、特に気に入っている。運動などに挑戦したあとに歌を歌えるかというコ

ーナーだが、歌えても歌えなくても非常におもしろい。ゲストとのトークの場面は、

セットが暗くさみしい雰囲気だが、その演出が功を奏して、夜の公園で気軽におしゃ

べりをしているような雰囲気が醸し出され、出演者の素顔を見られるよい演出だと思

う。この番組を機に、ＮＨＫプラスにも登録したいと思った。 

 

○ 「鶴瓶の家族に乾杯」は、新型コロナウイルスの感染拡大以降、番組制作にさまざ

まな制約がある状況を逆手に取り、過去の旅の映像をうまく用いて視聴者が楽しめる

よう工夫していると感じる。スタジオのゲストが過去の旅で出会った人たちとリモー

トでやり取りをして、実際に再会したような雰囲気に包まれる様子がとてもあたたか

い。当時小学生だった子どもが結婚して親になっていたり、中にはすでに亡くなった

人もいたり、さまざまな変化があり、思い出話に花を咲かせる様子は、ほっとする。

疲れた体と心に潤いを与えてくれるような番組でとても気に入っている。 

 

○ ＳＮＳを使う機会が多いが、四国のＮＨＫの情報を目にすることが少ないと感じて

いる。放送番組の告知など、ＳＮＳを使って、より多くの情報を発信してほしい。 

 

ＮＨＫ松山拠点放送局   

番組審議会事務局 
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２０２０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)、東京第一ホテル松山におい

て、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「２０２０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「２０２１年度の番組改定」について、意見交換を行った。続いて、

事前に視聴してもらった四国らしんばん「見えない“路上の貧困”～地方のホームレス

は今～」を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、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

れ説明があり、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長  半井 真司 （四国旅客鉄道 代表取締役会長） 

副委員長  柴田 智恵 （有限会社大豊陸送 代表取締役社長） 

委  員  神田 優  （ＮＰＯ法人黒潮実感センター センター長） 

黒笹 慈幾 （南国生活技術研究所 代表） 

田井 ノエル (小説家) 

床桜 英二 （徳島文理大学 総合政策学部 教授） 

土佐 礼子  （三井住友海上火災保険 陸上競技部 

プレーイングアドバイザー） 

中矢 憲吉 （愛媛新聞社 編集局次長） 

滑川 里香 （一般社団法人マチのコトバ徳島 代表理事） 

西本 佳代 （香川大学 大学教育基盤センター 准教授） 

 

 

（主な発言） 

 

＜２０２０年度後半期の国内放送番組の編成および、 

２０２１年度の番組改定に向けた意見聴取について＞ 

 

○ ＢＳ戦略フリーゾーンの新設はおもしろそうだ。特にＢＳプレミアムの「魂のタキ

火」など、個性的な番組が多く楽しみだ。 

 

○ 次の大河ドラマ「青天を衝け」は期待している。また、アニメ「進撃の巨人」も前

シーズンがよかったので、楽しみだ。あまり音楽番組は見ないが、サカナクションの



2 

山口一郎さんが出ている「シュガー＆シュガー」も見てみたい。 

 

○ ふだんはあまり見ないが、次の朝の連続テレビ小説「おちょやん」は見てみようと

思う。また、今勢いのあるお笑い芸人の千鳥の新番組「千鳥のスポーツ立志伝」は楽

しみだ。 

 

○ 最近は動画サイトのほうがおもしろく感じるようになった。番組のタイトルを見て

も、わくわくする番組がないと感じている。視聴者に見てもらう取り組みがもっと必

要だと思う。 

 

○ 「浦沢直樹の漫勉 neo」はおもしろい。Ｅテレだけで放送するのはもったいない。

ＮＨＫはたくさんの番組を制作・放送しているが、視聴者に認知されていないように

思う。例えば、有名人がおすすめ番組を紹介する番組を制作するなど、工夫が必要だ

と思う。 

 

○ 新型コロナウイルス関連の番組が多く、視聴するのを辛く感じるときがある。最近

では「ヒューマニエンス ４０億年のたくらみ」がおもしろかった。 

 

○ 語学番組の新シリーズは楽しみにしている。新型コロナウイルスの影響で、ウェブ

会議などリモートで話す機会が増えているため、そのような状況で使えるコミュニケ

ーションを紹介する番組やコーナーもあればいいと思う。 

 

○ 大都市と地方との関係に注目が集まっているので、「ＮＨＫ地域局発」と「列島リレ

ーニュース」に期待をしている。 

 

○ ドラマ１０「タリオ 復讐代行の２人」はおもしろい。ドラマ１０は今の時代に即

した内容が多いので、いつも楽しみだ。また、毎回思うことだが、新番組のタイトル

が雑なように感じる。もう少し工夫できるのではないかと思う。 

 

○ 地方の情報を入手しにくいので、「ＮＨＫ地域局発」と「列島リレーニュース」には

期待しているが、時間帯は昼の１２時台にあると見やすい気がしている。総合テレビ

の朝の７時台のニュースについて、今年度後半から四国の他の３県は四国ブロックと

し、徳島局は県域で放送するという説明だったが、どのような意図があるのか。 

 

（ＮＨＫ側）      

徳島の視聴者は、大阪など近畿地方の情報に関心が高い。また、
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徳島には民放が 1 局しかないため、四国ブロックのニュースになる

ことで、地元のニュースが減るのではないかという懸念の声が地元

から上がったこともあり、こうした編成にした。 

 

 

＜四国らしんばん「見えない“路上の貧困”～地方のホームレスは今～」（高松局） 

（総合 ９月１１日(金)放送）について＞ 

 

○ 日常生活であまり関わることのないテーマだったが、関心を持って視聴した。厚生

労働省が実施した路上生活者、いわゆるホームレスに関する調査によると、四国には

ホームレスが少なく、特に高知県には１人もいないとなっていたが、この調査が実態

を正しく反映していないという点を、支援活動を続ける民間団体への取材を通し鋭く

指摘していた。さらに新型コロナウイルスの影響下において、ホームレスがさらに増

加する可能性に警鐘を鳴らす内容で、とてもよい番組だった。地方では目立ちやすい

ため、人目を気にして身なりを整え、一見すると分からない人もいることから、実態

の把握が難しくなっていることがよく分かった。高知市の福祉管理課による調査は、

午前８時半から午後５時１５分の通常の勤務時間内に行われ、かつ日常業務が忙しく

夜回りができない状況だと説明しており、行政による支援の難しさを感じた。今後さ

らなる継続取材を期待したい。 

 

○ 新型コロナウイルスの影響で中止となったよさこい祭りを前向きな番組の企画にど

のように落とし込むのか、課題意識を持って制作に臨んだことがうかがえた。番組で

は、よさこいに参加する喜びと見る楽しさがバランスよく構成され、９分割された画

面がよさこいの美しさやおもしろさを際立たせていた。数あるコーナーの中でも、「お

らん９よさこいコレクション 2020」は曲と踊りをぴったりと合わせたよい演出だった。

「おらん９サポーターズ」は、個性豊かな面々の選考理由や人物像が分かり楽しむこ

とができた。吉岡アナウンサーが長時間の生放送を切り盛りしていたことに感心した

ほか、ゲストの三山さん、田村さんともにコメントが的確で適任だったと思う。タイ

国高知県人会の前田さん夫妻について、どのような仕事をしているのかなど、詳細な

情報を知りたかった。高知県と他の３県の視聴者に温度差が生じたのではないかと感

じたため、高知県のみの放送にすればよかったと思う。また、生放送にする必要性も

あまり感じられなかった。 

 

○ 今回の番組のように社会問題に光を当て、視聴者に訴えかけることは、公共放送の

重要な役割だと感じている。このような番組をＮＨＫに期待している視聴者は多いと

思う。番組では、ホームレスの実態が把握しにくい現状や、一日の生活について紹介
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していたが、行政と民間の支援団体の連携が全く取れていないという点を浮き彫りに

していたことが印象に残った。四国にホームレスがほとんどいないという厚生労働省

の調査結果は、日常生活を送る一般人から見ても現実とかい離していることは明白だ

と思う。高知市による調査は、勤務時間内に日々の業務と並行しながら行っていると

知り、運用を改善すべきだと感じた。安易に他の機関に業務委託をすればいいという

話ではないが、官民一体となって対策を進めたほうがよいと感じた。番組全体の雰囲

気も、重苦しくなく、ニュース番組の延長のような形で気軽に視聴できてよかった。 

 

○ 地方のホームレスの実態がいかに見えにくい状況であるかよく分かる内容だった。

ホームレスの実態を把握できないことで、支援の遅れにつながり、命にかかわる可能

性もあると考えると、早急に調査や支援の体制を整えることが必要だと思った。スタ

ジオに出演した大阪市立大の水内俊雄教授は、新型コロナウイルスの影響による解雇

が５万２千人を超え、年明け以降ホームレスの増加が心配だと話しており、ホームレ

スを取り巻く環境はますます厳しくなっていると感じた。番組全体を通して、どんな

サポートができるのかという点が明確に見えてこなかったことが残念だった。人目を

避けて行動しているホームレスの人に、カメラを向けるのは、個人の特定につながる

おそれもあり心配もあったが、本当は存在に気づいてほしいという思いもあったので

はないかと感じた。このようにメディアで取り上げて現状を広く伝えることが大切だ

と改めて感じた。 

 

○ オープニングから引き込まれ、最後まで集中して視聴できた。今までホームレスに

ついて考える機会がなかった視聴者も、この番組を通して意識を変えるきっかけにな

ったと思う。ホームレスの男性に一日同行するという取材力も非常に評価できると思

った。「楽しくはないけど、しんどくもない」というホームレスの男性の言葉は、非常

にインパクトがあった。民間支援団体「こうちネットホップ」の田中きよむさんがど

のようなモチベーションで、長きにわたり支援を続けられているのかをより詳しく知

りたかった。団体の人数や、どんな人が支援に関わっているのか導入部分で説明がほ

しかった。支援物資や支援金がどこから拠出されているのかも気になった。スタジオ

では、官民の連携が大切だという話があったが、行政と民間の支援団体の熱量の差が

ある中、実際に可能なのか疑問に感じた。スタジオゲストの田中さんと水内さんのコ

メントは、ポイントになる部分をテロップで表示するなど理解を助ける工夫がほしか

った。専門家２人をスタジオゲストに起用したことで、安定感があり、番組全体の雰

囲気をしっかりとしたものにしていたと思う。 

 

○ ホームレスを「路上の貧困」と言いかえ、「見えない」という形容詞をつけた番組タ

イトルがとてもよかった。どんなに内容がよい番組であっても、視聴者に見てもらわ
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ないと意味がないため、今回のように目を引くタイトルをつけることが重要だと思う。

タイトルについて制作現場ではどのような試行錯誤があったのか知りたい。また、制

作者がどのような考えから番組制作にいたったのかも知りたい。ホームレスの男性の

取材は、リアルな日常とことばが印象的だった。生活が「楽しくはないけど、しんど

くもない」ということばは、息苦しい今の時代を写し出していて印象に残った。この

ようなことばを引き出した取材力もすばらしいと思った。田中さんと水内さんのコメ

ントはどれも的確で、納得できた。貧困からホームレスになるという単純な図式で理

解しがちだが、対人関係の構築が苦手な人など、さまざまな事情を抱えた人がホーム

レスになっていることが分かった。今後、ホームレスの実態はさらに多様化し、捉え

にくくなるのではないかと考えさせられる内容だった。 

 

（ＮＨＫ側）      

今回の番組は、毎年厚生労働省が発表しているホームレスの実態

調査を見て、四国にはほとんどいないことになっているが、実際に

はよく見かけるという疑問が制作のきっかけだった。取材は去年秋

からはじめ、まずは高松の支援団体に通った。そこから高知まで範

囲を広げ、支援団体との関係を作っていった。ホームレスへの取材

は難しいものがあるが、ディレクターが信頼関係を築けたからこそ

撮影できたものだ。人目を避けて行動している人を取り上げること

に対しては、事前に番組の趣旨を説明し、リスクが発生する可能性

も伝えたうえで、取材に協力してもらった。スタジオの解説をわか

りやすくするため、テロップで内容を表示するなどの工夫はしてい

きたい。番組タイトルについては、当初「見えない地方都市のホー

ムレス」だったが、ホームレスというタイトルが前面に出ると、視

聴者が自分には関係ないと思うかもしれないと考え、見えづらい地

方の貧困の現場を見つめる番組という点を重視して決めた。 

 

○ 地方の貧困という重要ながらも見過ごされがちなテーマを扱ったことがとてもよか

った。ホームレス一人一人のエピソードからその実態を紹介した点は、ＮＨＫの地方

局ならではの取り組みだと思った。また密着取材が実現できたことも、すばらしいと

感じた。番組の前半で、厚生労働省による実態調査と、民間の支援団体による実数把

握のくい違いを明らかにし、その背景として地方特有のホームレスの行動パターンが

あることや、目視による調査の限界があることを指摘し、視聴者を引き込むことがで

きたと思う。一方で、後半部分は少しもの足りなさを感じた。新型コロナウイルスの

影響で仕事が減り、ホームレスに逆戻りしようとしていた男性の紹介のしかたからは、

番組制作者側が自立をゴールだと捉えているように思われ、気になった。自立を支援
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の目標にすると、目標に到達できない支援はむだだというような論理にもなりかねな

い。また、発達障害など本人の努力だけでは難しい人の立場も慎重に検討し、丁寧に

紹介したほうがよかったと思う。ホームレス問題は、意識して目を向けなければなか

なか気づくことができない中、番組の題材に選んだ感性を引き続き大事にしてほしい。 

 

○ 厚生労働省による調査と実態が合わない点を明らかにし、具体的に分かりやすく伝

えていたことを高く評価したい。ホームレスの男性の取材は、苦労もあったと思うが、

信頼関係があるからこそ印象的なことばを引き出すことができたのだと思う。よくま

とまったいい番組だったが、視聴者にわが事として捉えてもらうための工夫がほしか

った。例えば、番組後半で紹介していた新型コロナウイルスの影響とホームレスの関

係を前半に持ってくれば、新型コロナウイルスという共通の関心事に視聴者をひきつ

けることができたのではないか。ホームレスの存在を身近に感じていない人も、関係

のない話ではないと思ってもらえると思う。しかし実際に紹介された新型コロナウイ

ルスの影響とホームレスの関係については、具体性に乏しく、より掘り下げてほしい

と感じた。今後も、この番組はタイトルに「らしんばん」とついているように、視聴

者が関心の高い話題を優先的に取り上げて、日常生活を送る際の道しるべとしての役

割を果たしてほしい。 

 

○ 厚生労働省の調査では高知にはホームレスがいないとされているにも関わらず、実

際には少なくないホームレスが存在しているという指摘からのスタートは、視聴者の

興味を一気に引き付けたと思う。ホームレスになったきっかけや日常生活、そこから

の脱却など、ふだんは目にすることの少ない部分に光を当てていた。ほとんどの人が

スマートフォンで簡単に映像を撮影することが可能になった時代において、このよう

な取材に基づく映像はプロにしかできないものだと思う。居場所を転々として、目立

たないように生活しているという地方のホームレスの特徴を紹介し、新型コロナウイ

ルスの影響で、悪化が予測される今後についても問題提起をしていた。一方で、高知

市への取材不足が気になった。取材側が多くの材料を持っているにも関わらず、市の

担当者の「他の業務をしているから」という言い訳を伝えるにとどまったのは残念だ

った。市への取材をしっかり行い、行政を動かすことで支援団体やホームレスへの密

着取材がより生きてくると思った。今後さらなる深堀りを期待している。 

 

○ とても重要なテーマを、重々しく深刻になりすぎずに、見やすい形で番組にしてい

たと感じた。ホームレスの男性への密着取材は、1 日の様子がよく分かるものだった。

公園のベンチは横になって休めない形状になっており、一夜を過ごす場所を探すのも

大変だということもよく伝わってきた。大都市であれば、大勢の中でホームレスが埋

没してしまい見えにくくなるというのは容易に想像できるが、地方都市において、人
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としての存在が見逃されてしまい、実態調査の数字にも上がってこないという事実に、

ぞっとするような恐ろしさを感じた。高知だけではなく、他の四国の県庁所在地の様

子も気になった。支援団体のメンバーが食べ物やタオルを配る場面が紹介されていた

が、ほかにもどのような支援がされているのか、もう少し踏みこんだ様子や、団体の

設立背景などももう少し詳しく番組内で説明すると、より理解が深まるように思った。

今回の番組を通して、見過ごしてはいけない大切な問題を突き付けられた感じがした。

ぜひ「所さん！大変ですよ」などの全国放送番組でも取り上げてほしい。 

 

○ なかなか表面に出てこなかった社会問題に切り込んだ意欲的な番組だと感じた。厚

生労働省の調査ではわずか数人と報告されていた四国のホームレスが、少なからず存

在し、新型コロナウイルスの影響で今後ますます深刻化していくだろうということが

よく理解できた。現状や今後の見通しなどの問題提起はしっかりできていたが、それ

だけがＮＨＫの使命ではないと思う。番組内で「待ったなしの課題です」と言いなが

ら、具体的な解決策については全く示されないまま終わってしまい、一定の解決の方

向性を示してほしいと感じた。また、そもそもホームレス支援がどのような枠組みで

行われているのか、番組の冒頭でホームレス自立支援法や、行政と民間支援団体など

関係機関の取組みをまず解説してほしかった。民間支援団体については、行政との連

携の悪さが気になった。市が支援センターを作り、民間団体に委託しながらホームレ

スを減らす取り組みをしている、川崎市の事例などを示してもよかったと思う。 

 

○ 行政のおざなりな調査方法が明らかとなるとともに、地方におけるホームレスの実

態が詳しく取材されたよい番組だった。番組では、民間支援団体のみなさんが長年に

わたり熱心に地道な活動をしていることが分かり、感銘を受けた。高知市への取材は、

行政の限界が明らかとなり、このままで今後の対策につながるのか大きな不安と不満

を覚えた。一方で、取材側の思惑に沿った紹介のしかただったのではないかという疑

問も感じた。官民が連携して総力を上げて支援していく必要があるとゲストの水内さ

んが話していたことも考慮し、今後の対策を語るうえでも行政関係者をスタジオに呼

んだほうがよかったと思う。地方ではホームレスが定住型から移動型になっていると

いう話があったが、それは地域社会からホームレスを排除するという姿勢にも問題が

あるのではないかと感じた。またホームレスの男性が「人間関係が嫌になって一切を

捨てた」と話していたが、そのように感じる人を生み出す社会問題を含め、自助・共

助・公助のあり方を徹底して議論する番組も見てみたい。 

 

（ＮＨＫ側）      

今回の番組は、毎年厚生労働省が発表しているホームレスの実態

調査を見て、四国にはほとんどいないことになっているが、実際に
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はよく見かけるという疑問が制作のきっかけだった。取材は去年秋

からはじめ、まずは高松の支援団体に通った。そこから高知まで範

囲を広げ、支援団体との関係を作っていった。ホームレスへの取材

は難しいものがあるが、ディレクターが信頼関係を築けたからこそ

撮影できたものだ。人目を避けて行動している人を取り上げること

に対しては、事前に番組の趣旨を説明し、リスクが発生する可能性

も伝えたうえで、取材に協力してもらった。スタジオの解説をわか

りやすくするため、テロップで内容を表示するなどの工夫はしてい

きたい。番組タイトルについては、当初「見えない地方都市のホー

ムレス」だったが、ホームレスというタイトルが前面に出ると、視

聴者が自分には関係ないと思うかもしれないと考え、見えづらい地

方の貧困の現場を見つめる番組という点を重視して決めた。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １０月６日(火)にＢＳプレミアムで放送された「魂のタキ火」を見た。ビルの屋上

で３人のゲストがたき火を囲んでいるが、特に内容のある会話はなく、炎ばかり映し

出されるという番組構成に大変驚いた。調べて見たところ、３０分の放送時間のうち、

約１９分も炎の映像だった。興味がわき、なぜこのような番組が作られることになっ

たのか番組ホームページを見たところ、あくまでも主役が炎であることが分かり納得

した。ＮＨＫがこのように大胆でユーモアがある番組を制作し、定時番組にしたこと

を評価したい。他の視聴者の反応はどうだったのか気になる。また、番組タイトルを

かたかなの「タキ火」にした経緯を知りたい。 

 

（ＮＨＫ側）      

視聴者からは、「たき火の音や映像に癒やされた」「地上波でも 放

送してほしい」というような好評意見があった。一方で、「東京でた

き火は禁止されているが、安易にまねをする人が出てくるのではな

いか」という意見もあった。番組タイトルについては、多くの視聴

者に気軽な気持ちでチャンネルを合わせてほしいという考えと、日

常とは異なる感覚でたき火に新たな関心を持ってもらいたいという

意図に加えて、「魂」という漢字とのコントラストとバランスも考慮

し、かたかなの「タキ」、漢字の「火」という表現をした。 
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ＮＨＫ松山拠点放送局   

番組審議会事務局 
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２０２０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)、東京第一ホテル松山において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、事前に視聴してもらった「おらん９よさこい」を含め、放送番組一

般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、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

れ説明があり、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長  半井 真司 （四国旅客鉄道 代表取締役会長） 

副委員長  柴田 智恵 （有限会社大豊陸送 代表取締役社長） 

委  員  神田 優  （ＮＰＯ法人黒潮実感センター センター長） 

黒笹 慈幾 （南国生活技術研究所 代表） 

田井 ノエル (小説家) 

床桜 英二 （徳島文理大学 総合政策学部 教授） 

土佐 礼子  （三井住友海上火災保険 陸上競技部 

プレーイングアドバイザー） 

中矢 憲吉 （愛媛新聞社 編集局次長） 

滑川 里香 （一般社団法人マチのコトバ徳島 代表理事） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「おらん９よさこい」（高知局）（総合 ９月４日(金)放送）について＞ 

 

○ １か月で 500 本もの動画投稿があったとはいえ、同じ音楽での踊りの紹介が続き、

途中で飽きてしまった。７２分もかけてブロック放送する意味があったのか疑問に思

う。ゲストの三山ひろしさんと振付師の田村千賀さんが踊る場面では、悪天候で屋外

の中継から急遽スタジオに変わったが、セットの粗末さが目に付いた。また、新型コ

ロナウイルスの感染が続いている中、小さなステージの上で２人が踊るのは配慮が足

りないと感じた。高知局の長野亮アナウンサーによる「天の声」の演出は、民放の情

報番組のようで気になった。動画の中には、おそろいのＴシャツを着ているだけで「衣

装にこだわっている」と紹介されているものもあり、こじつけのように感じることも

あった。ＮＨＫが独自に企画を立てるより、「みんなでよさこいプロジェクト」など高
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知県内で活動する団体を取り上げたほうがよかったと思う。 

 

○ 番組の趣旨はとてもよいものだった。お祭りらしさを感じることができ、よさこい

祭りに行ったことがない視聴者も楽しめたのではないか。よさこいに限らず、多くの

祭りや踊りは人数が多いからこそ華やかに見えるという側面もあるため、９分割され

た画面上でどのように表現するのか気になったが、さまざまな団体が衣装や背景に工

夫を凝らしており、思わず笑顔になる場面もあった。高知ゆかりの９人が踊る「おら

ん９サポーターズ」の企画では、選出された９人のバランスがよかったと思う。地方

番組にはあまり出演することのないアイドルや声優の方を起用しており、若い世代の

関心も集めたのではないか。番組のほとんどが投稿動画の紹介だったため、途中飽き

ることもあったが、実際に動画を投稿した人は、自分がいつ映るのか探す楽しみがあ

ったと思う。 

 

○ 新型コロナウイルスの影響で離れていても、岡本真夜さんの「ＴＯＭＯＲＲＯＷ」

に合わせた同じ振り付けをみんなで踊ることで一体感を味わおうという非常によい企

画だった。土佐弁で「わが家」を意味する「おらんく」という方言を生かした「おら

ん９よさこい」というタイトルにも工夫が感じられた。よさこい祭りのルーツやルー

ルについて、冒頭でしっかりと説明している点も好印象だった。「おらん９サポーター

ズ」の企画では、高知出身の若者が東京で夢を叶えようとがんばっている姿が見られ

て、とてもうれしく思った。吉岡アナウンサーの踊りは、突然振られたにもかかわら

ず、とても生き生きとしており、ふだんとは違う姿に好感を持った。新型コロナウイ

ルスの影響でさまざまな制約を強いられる中でも、新しい可能性を発掘し、“ウィズコ

ロナ”の時代を前向きに歩んでいきたいと思える番組だった。ただ、登場者が変わっ

ても、同じ曲に合わせた同じ踊りが何度も繰り返され、７２分という尺は長すぎると

感じた。もっと内容にめりはりをつけ、４５分以内にまとめたほうがよかった。 

 

○ 新型コロナウイルスの影響下において、視聴者と共同で番組制作に挑戦した高知局

の姿勢はよかったと思う。高知の伝統文化であり、観光資源でもあるよさこいを未来

につなげるため、公共放送としての役割を果たそうという心意気が感じられ、期待し

ながら視聴した。ただ、投稿された動画をできるだけ紹介したいという制作者の心情

はよく理解できるものの、１時間にわたり同じような場面を見ていると途中で疲れて

しまった。番組全体を通して、動画投稿者などの関係者と、そのほかの視聴者との間

には熱量の差があったように感じる。四国全体の視聴者に感動や共感を与えるのは難

しかったのではないか。西日本豪雨を乗り越えてよさこいの練習に励む中高生など、

物語性のある投稿をより深掘りし、高知県以外の視聴者が見ても共感を抱けるような

内容にしたほうがよかったと思う。 
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○ 吉岡アナウンサーと三山さん、田村さんの息が合った進行でテンポがよく、最後ま

で飽きることなく見続けることができた。投稿動画はそれぞれの個性や工夫が映し出

され、楽しく視聴した。三山さんと田村さんがスタジオでよさこいを披露した場面で

は、心から踊りを楽しんでいる様子が伝わってきてよかった。特に三山さんは、視聴

者を楽しませたいという思いが伝わってきて好印象だった。吉岡アナウンサーのキレ

のある踊りもよかった。「おらん９サポーターズ」の９人からはよさこいや高知県への

思いを感じるとともに、いかによさこいが生活に根ざし、現在の活動の原点になって

いるかということもよく分かった。「ＴＯＭＯＲＲＯＷ」を提供した岡本さんが踊る姿

も見てみたかった。番組内で何度か案内されていた二次元コードからホームページに

アクセスしたが、ＮＨＫ高知放送局のホームページにつながった。「おらん９よさこい」

の特設ページに直接アクセスできればよかったと思う。 

 

（ＮＨＫ側）      

高知放送局としても実験的な番組で、手探りの中で準備を進めて

きた。よさこいは高知県内とその他の地域で受け止め方や認知度が

異なるものだが、指摘を受けて今回は高知以外の四国３県の視聴者

により軸足を置いて作る方法もあったかもしれないと感じた。当初

は高知城の大手門前からの中継を予定してセットを組んでおり、雨

天時はステージにテントを張ったり、雨をしのげる場所に移動した

りするという対策を考えていたが、雨足が想定以上に強くなったた

め、急遽ＮＨＫ内のスタジオに場所を変更し、ふだんは放送に使っ

ていない場所使うことになった。ご指摘のあったスタジオセットに

ついては、９月下旬から改修を予定している。 

 

○ 新型コロナウイルスの影響下や悪天候という中でも、ゲストの２人と吉岡アナウン

サーの元気がよく、明るいよい番組だった。スタジオからの生放送となったものの、

スムーズな進行で入念な事前準備がうかがえた。三山さんと田村さんの踊りもパワフ

ルで印象的だった。放送時間の長さを生かし、よさこいの歴史も丁寧に紹介しており、

高知県外の視聴者も知識を深めることができたと思う。一方で、もう少し番組をコン

パクトにする選択肢もあったと感じる。次々と紹介される投稿動画は、純粋に楽しく

視聴することができた。西日本豪雨をよさこいで乗り越えようと奮闘する愛媛県のチ

ームの場面では、「苦しいときこそ明るく踊る」ということばに感動した。番組視聴後

も、音楽が耳に残るほど、高知県在住でなくともしてよさこいを楽しむことができた。 

 

○ 新型コロナウイルスの影響で中止となったよさこい祭りを前向きな番組の企画にど
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のように落とし込むのか、課題意識を持って制作に臨んだことがうかがえた。番組で

は、よさこいに参加する喜びと見る楽しさがバランスよく構成され、９分割された画

面がよさこいの美しさやおもしろさを際立たせていた。数あるコーナーの中でも、「お

らん９よさこいコレクション 2020」は曲と踊りをぴったりと合わせたよい演出だった。

「おらん９サポーターズ」は、個性豊かな面々の選考理由や人物像が分かり楽しむこ

とができた。吉岡アナウンサーが長時間の生放送を切り盛りしていたことに感心した

ほか、ゲストの三山さん、田村さんともにコメントが的確で適任だったと思う。タイ

国高知県人会の前田さん夫妻について、どのような仕事をしているのかなど、詳細な

情報を知りたかった。高知県と他の３県の視聴者に温度差が生じたのではないかと感

じたため、高知県のみの放送にすればよかったと思う。また、生放送にする必要性も

あまり感じられなかった。 

 

○ 四国のみならず、日本各地、世界各地から 500 件を超える応募があったと知り、よ

さこいに対して熱い思いを持つ人々が数多くいることに改めて驚いた。例年のよさこ

いとは異なる新しいエンターテインメントとして、どの動画も見応えがあり、エネル

ギーを感じた。この企画を発案した経緯を知りたい。ゲストの三山さんの踊りの一生

懸命さと、田村さんの明るいキャラクター、吉岡アナウンサーの若々しさも相まって、

楽しくにぎやかな番組だった。投稿動画は、「パフォーマンス」「国際」「絶景」「キッ

ズ＆ユース」「高齢者」「四国」とカテゴリーが多彩で、７２分という長時間でも飽き

ずに楽しむことができたが、放送の中では分類があいまいな動画もあり、もう少しメ

リハリがほしいと感じた。三山さんと田村さんの掛け合いの途中でカメラが切り替わ

ることがあり、慌ただしい印象を受け残念だった。 

 

○ ９分割されている画面は見づらいと感じる部分もあったが、踊り手の一体感を感じ

られ、本来のよさこいとは違うパフォーマンスとして楽しむことができた。岡本さん

の「ＴＯＭＯＲＲＯＷ」は、地域の応援歌のように感じられてよかった。全体的に明

るい雰囲気だったことに加え、動画の合間に投稿者のエピソードやスタジオ内での踊

りなど随所に見どころがあり１時間を超える番組ではあったが、疲労感はあまり感じ

なかった。新型コロナウイルスの影響で、チームで最後の踊りができなかった中学３

年生、日本との往来ができなくなっているタイ在住の夫婦のエピソードは世相を捉え

ていた。高知ゆかりの著名人による「おらん９サポーターズ」は、９人にこだわった

ために、人選に苦労したように感じ、ゆるキャラやお笑い芸人を起用したことはふに

落ちなかった。スタジオの狭さも気になった。新型コロナウイルスの影響下で、大声

をかけながら踊るのは適切ではなかったと思う。急遽スタジオからの放送に変えたと

はいえ、出演者の間にアクリル板を立てるなど配慮をしてほしかった。。 
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○ 番組全体を通して、閉塞感（へいそくかん）が漂う新型コロナウイルス影響下視聴

者の気持ちをよさこいで少しでも明るくしようという思いが詰まっていてよかった。

番組冒頭でマイクの音声が入らないなど、生放送ならではのハプニングもあったが、

急きょスタジオに変更になったという事情を考慮すれば、許容できるものだった。土

佐弁で「わが家」という意味の「おらんく」と、９分割の９をかけたタイトルも工夫

があってよかった。戦後の復興を願って始まったとされる「よさこい祭り」を、現代

では新型コロナウイルスらの復興を願い、みんなで繋がろうというメッセージ性も感

じられた。よさこいの歴史と広がりにも感銘を受けた。500 本の動画を６つの部門に

分けて紹介していたが、それぞれに個性があってよかった。「おらん９サポーターズ」

の企画からは、よさこいが高知県民に根づいていることがうかがえた。７２分と長尺

ではあったが飽きることなく最後までしっかり楽しめた。 

 

○ よさこい祭りという目標を失った人たちにとって励みになる企画であり、企画の意

図自体は理解しやすかった。また、高知出身の岡本さんの曲を用いて、オリジナルの

振り付けを一緒に踊るというルールも分かりやすかった。四国ゆかりの著名人による

「おらん９サポーターズ」の企画や、カテゴリーに分けて投稿動画を紹介する視点も

工夫があり、評価できる点が多々あったが、よさこいに縁のない一視聴者の立場から

すれば、冒頭の２０分で飽きてしまったというのが正直な感想だ。知り合いが出演し

ていれば、いつ投稿動画が紹介されるかとわくわくしながら視聴できたのかもしれな

いが、そうではない視聴者にとっては、 何を楽しめばよいのか分からないと感じた。

企画の意図自体は理解しやすく、その必要性も感じるが、切り口を変えたとしても同

じ踊りが続くことに変わりはないため、適切な放送範囲と時間で届けることができれ

ば、番組の魅力がさらに増したと思う。 

 

（ＮＨＫ側）      

番組の企画は、高知放送局の制作担当者の雑談から始まった。よ

さこい祭りがない夏の喪失感を誰もが感じており、このまま終わら

せたくないという思いがあった。リモート撮影による番組手法が増

え、メリットや可能性が見えてきた中、「おらん９」というダジャレ

と結びつき企画につながった。番組として検討する点は多々あるが、

企画のアイデアについては、これからも有用性があると考えている。

高知から県外に出た人が、離れていても動画で一つになれる点や、

よさこいそのものが持つ新しいことを受け入れる性質など、よさこ

いとリモートは相性がよいと感じたため、今後もこの経験を番組制

作に生かしていきたいと考えている。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○ ７月２１日(火)のプロフェッショナル 仕事の流儀「はだしの船長、新たな海へ～

釣り船船長・田代誠一郎～」を見た。この番組は著名なアスリートや、アーティスト

を多く取り上げている印象が強かったが、一般の視聴者があまり知らない人を取り上

げているのも、新鮮で興味深く視聴した。 

また、８月２６日(水)から２８日(金)にかけて３夜連続で放送された「ヱヴァンゲ

リヲン新劇場版」(総合 26 日(水)後 11:45～27 日(木) 前 1:25、27 日(木) 後 11:45

～28 日(金) 前 1:36、28 日(金) 後 11:45～29 日(土) 前 1:19)はＳＮＳでも話題にな

っており楽しく視聴した。 

 

○ ８月５日(水)から７日(金)のひめポン！で、俳人の夏井いつきさんと壇蜜さんの「新

しい日常×俳句」というコーナーを見た。堅苦しいものではなく、とても見やすかっ

た。夏井さんが伊予弁で壇蜜さんと話している様子も温かく、また見たいと思った。

お題もマスクや家での発見、学校、職場、リモートと新型コロナウイルス影響下なら

ではのいろんな俳句を紹介しており、楽しく見ることができた。 

また、８月３０日(日)の「前園真聖 しこく部活たび～中高生の思い 見届けます

～」(総合 後 1:05～1:48 四国ﾌﾞﾛｯｸ)は、部活動の発表の場がなくなった中高生にと

って、よい思い出になったと思う。愛媛県立松山工業高校のソフトボール部では、松

山局の酒井博司アナウンサーと監督が試合の実況をしたり、徳島市立八万中学校のサ

ッカー部では前園さんが指導を行ったりと、中止になった大会の代わりに子どもたち

の晴れ舞台になったと思う。部活動に限らず、これから少しずつスポーツの大会が再

開し、盛り上がっていくのを楽しみにしている。 

 

○ ８月７日(金)の「シン・地方の時代 ～パンデミックで変わる四国の未来～」(総合 

後 7:30～7:55 愛媛・徳島・高松県域)を見た。“アフターコロナ時代”における、四

国のあるべき姿を考える番組で、非常に興味深かった。四国にゆかりのある４人の有

識者が、それぞれの立場でアフターコロナ時代の働き方や、暮らし方、四国の可能性

について示した見解を分かりやすくまとめていた。最終的に、「四国は都会からアクセ

スが悪いというハンデをプラスに変える工夫がいる」や「四国は一つにまとまらず、

各々独自性を持った４つのモデルを作ったらどうか」など、よく聞くまとめ方になっ

ており、拍子抜けした。４人とも同じような意見ばかりだったため、思い切って四国

の悪い点をはっきり言うような人を選出し、座談会形式の番組にしたほうがよかった

のではないか。今後そのような番組を期待している。 
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○ ８月１０日(月)の「アファンの森よ永遠に～Ｃ．Ｗ．ニコルからのメッセージ～」(総

合 後 9:00～9:59)を見た。今年４月に亡くなった作家のＣ.Ｗ.ニコルさんが、生涯を

かけてどのような思いでアファンの森の再生に力を入れてきたのかを丁寧に紹介して

いた。ニコルさんのような著名人が代表を務める活動の場合、彼の志を継ぐ人がいる

と思うが、そのほかの多くの環境保護活動については、先頭に立つ人が不在になると、

活動が停滞してしまうと感じている。活動の代表者の思いを、次の世代がどのように

繋いでいくかという視点も番組で伝えていく必要があるのではないかと考えさせられ

た。「アファンの森からいろんなことを感じてほしい、考えてほしい」というメッセー

ジをニコルさんは残しているため、引き続き番組を通して伝えてほしい。 

 

○ ８月１３日(木)の「母と娘 初めての交換日記」(総合 後 6:30～6:55 四国ﾌﾞﾛｯｸ)

を見た。施設に入所し、新型コロナウイルスの影響によって面会ができなくなった認

知症の母親と娘の交換日記を通じたやりとりを丹念に取材しており、落ち着いた雰囲

気のよい番組だった。新型コロナウイルスをめぐっては、イベントの中止や企業の苦

境など、経済的な面が主に報道されるが、認知症を抱えている人や、長期入院をして

いる人の家族が面会を遮断されてしまうというケースもよく見聞きする。そのような

中で、このような番組は視聴者の大きな共感を得たのではないか。新型コロナウイル

スと家族関係に焦点を当て、丁寧に作り上げている点がとてもよかったが、番組の終

わりにまとまりがなく、総括するような場面がほしかった。ぜひ全国放送してほしい

と思う番組だった。 

 

○ ８月３０日(日)の「サンデースポーツ 2020」は、とんねるずの石橋貴明さんが出演

しており、にぎやかでとてもおもしろかった。大越健介キャスターとの掛け合いも見

応えがあった。石橋さんは、動画サイトの自身のチャンネルで、スポーツ番組を模し

た企画を発信しているが、まさかＮＨＫの番組に出演するとは思っていなかったため

驚いた。ＳＮＳでも話題になっており、改めてＮＨＫの柔軟性を感じられた。引き続

き期待していきたい。 

 

○ ９月５日(土)の「ギュッと！四国」を見た。８月は放送を休止していたため、１か

月ぶりの放送を楽しく視聴した。ゲストの市橋有里さんはリモートでの出演だったが、

モニターの配置や画質などが改善され、新型コロナウイルスの影響でリモート出演を

始めた当初と比べると、ずいぶん見やすくなったと思う。「ギュッと！気にナル調査隊」

では、主婦やサーファーなどバラエティに富んだ人がバナナの栽培に取り組んでいた

り、イタリア原産のブラッドオレンジ栽培が広がっていたりするなど四国で栽培され

る外国原産のフルーツについて知ることができた。実際にどれくらいの収入を得てい

るかなど、補足情報もほしかった。 



8 

 

○ ９月６日(日)の「まんが甲子園 私たちの“ウィズコロナ”」(総合 後 1:10～1:35 四

国ﾌﾞﾛｯｸ)を見た。新型コロナウイルスの影響によって、初の開催中止となった今夏、

「新しすぎる生活様式」というテーマを高校生たちが、どのようにとらえ、作品に落

とし込むのかという過程が大変おもしろかった。例年まんが甲子園では、予選を通過

したチームが高知に集結し、テーマごとに作画を競う学校対抗戦だが、今年は学校と

いう枠組みを外し、個人でもグループでもオンラインで参加できるというルールにし

たことで、結果的に門戸が広がり、自由な作風も増えたのではないかと感じた。応募

した高校生それぞれの背景や、まんが甲子園にかける思いなどが丁寧に取材されてお

り、新型コロナウイルスの影響下おいて小さな不安やストレスが、高校生たちの日常

に深く入り込んでいることがじんわりと伝わってくる番組だった。 

 

○ ９月１２日(土)のＳＯＮＧＳ「水樹奈々」を見た。アニメソング界の女王と言われ、

幅広い年代に支持されている水樹さんの魅力を、複数の側面から伝えていた。声優と

して初めて紅白歌合戦に出場したり、東京ドームで２日間の公演を行ったりという偉

業に対してＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥの中村正人さんが「アニソン界ではなく、

もはや水樹奈々というジャンルとなっている」と評しており、の活躍をりに思った。

そのほかにも、歌手のスガシカオさんや、女優のともさかりえさんなどが水樹さんの

魅力を伝えていた。水樹さんが披露した４曲は、どれも歌唱力と表現力がすばらしか

った。番組を通して水樹さんのひたむきさや一生懸命さがよく伝わってきた。大泉洋

さんとの対談がなかったことが残念だったが、非常に見応えのある番組だった。 

 

ＮＨＫ松山拠点放送局   

番組審議会事務局 
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２０２０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、２０日(月)、東京第一ホテル松山において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、事前に視聴してもらった四国らしんばん「もう一度 前を向いて ～

高校最後の夏にできること～」を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行っ

た。 

最後に、８・９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

ぞれ説明があり、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長  半井 真司 （四国旅客鉄道 代表取締役会長） 

副委員長  柴田 智恵 （有限会社大豊陸送 代表取締役社長） 

委  員  神田 優  （ＮＰＯ法人黒潮実感センター センター長） 

黒笹 慈幾 （南国生活技術研究所 代表） 

田井 ノエル (小説家) 

床桜 英二 （徳島文理大学 総合政策学部 教授） 

土佐 礼子  （三井住友海上火災保険 陸上競技部 

プレーイングアドバイザー） 

中矢 憲吉 （愛媛新聞社 編集局次長） 

滑川 里香 （一般社団法人マチのコトバ徳島 代表理事） 

 

 

（主な発言） 

 

＜四国らしんばん「もう一度 前を向いて ～高校最後の夏にできること～」 

   （総合 ７月１０日(金)放送）について＞ 

 

○ 野球だけではなく、複数のスポーツに焦点を当てていた点がよかった。梼原高校野

球部の取材では、部員の本音や素の表情をよく切り取っていた。部員が６人しかいな

い阿波西高校の取り組みには心打たれた。池田高校から阿波西高校に派遣された選手

はどのような基準で選ばれたのかが気になった。今治東中等教育学校のなぎなた部の

映像は美しく、部員や監督の直筆の文字を映像に重ねる演出は、気持ちが伝わってき

てよかった。高知東高校のレスリング部部長の「もう逃げたくない」ということばも

心に響いた。前向きな高校生や顧問の先生らの一連の話は非常によかった一方、部活
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動の大会がなくなった部員たちの悔しい気持ちがあまり取り上げられていないように

感じた。スタジオゲストの秋元才加さんの受け答えは、終始しっかりしていて番組を

引き締めていたと思う。全体の構成や映像、ナレーションなど、総じて質の高い番組

になっていた。 

 

○ 登場する高校生や指導者のことばはどれもすばらしく、心に響くもので、十分に取

材が行われていると感じた。パートごとの項目タイトルは、「たとえ夢が失われても地

域とともに挑む夏」「部員不足を乗り越えて最後の夏の舞台へ」など、端的ながら視聴

者の印象に残るものになっていて、ことば選びにセンスが感じられた。番組の最後で、

新型コロナウイルス感染拡大の影響によって目標としていた部活動の大会が中止とな

ったことで喪失感を覚えつつも、将来のために自分と向き合う時間として前を向く高

校生たちを紹介していた。高校生だけではなくすべての人たちにも伝わるメッセージ

となっており、番組のまとめにふさわしいものだと感じた。学生時代にバスケットボ

ールに取り組んでいたという秋山さんと、元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんとい

う２人のゲストのコメントは、それぞれ経験者ならではの説得力があってよかったと

思う。冒頭で明徳義塾高校野球部がミーティングをしている様子が映し出されていた

が、その後の登場がなかったのが気になった。 

 

○ 大変な状況の中でもしっかりと現実を受け止め、気持ちを切り替えて前を向く高校

生たちの姿に驚いた。「地域の人のために」と奮闘する梼原高校野球部の主将や、目標

を切り替えて精神的に成長した今治東中等教育学校や高知東高校の部員たちの様子に

はとても感激した。部員が６人しかいない阿波西高校野球部が大会に出場できるよう

に部員４人を派遣した池田高校の監督の語った「答えが１０年後、２０年後に分かれ

ば、そのときがコロナに勝ったとき」ということばは、とても印象的で勇気づけられ

るものだった。映像中にゲストをワイプで見せる演出を多用していたが、映像が見え

づらくなっていることがあり気になった。学生時代に部活動に取り組んでいた秋元さ

んをゲストに起用していたが、部活動に取り組む子どもの親や部活動の指導者など当

事者のほうが、より視聴者に共感を持ってもらえたのではないかと感じた。新型コロ

ナウイルスの感染拡大が及ぼすさまざまな影響が子どもたちの成長にどうつながった

のかなど、引き続き発信に取り組んでほしい。 

 

○ 高校の運動部に焦点を当てた番組は少なく、新鮮に感じた。３年生にとっては集大

成となる大会が中止になっており、高校生たちの喪失感ややるせなさなど、心の葛藤

がとてもよく表れていて、しっかりと取材されたよい番組だった。過疎化が進む町の

希望を託された梼原高校野球部や他校から生徒の派遣を受けて大会出場を果たした阿

波西高校の例は、大人がどのように高校生を支えられるかを示していてよかった。今
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治東中等教育学校のなぎなた部の紹介では、生徒が思いのたけをつづったノートも使

って心境の変化を伝えており、とても丁寧に取材していると感じた。高校生たちが困

難に直面しながら、一歩ずつ成長している姿がよく伝わってきた。元サッカー日本代

表の前園真聖さんが四国各地の部活動を訪ねてエールを送る企画を放送するという予

告があったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で取材が困難になるのではないか

と気になった。高校生だけではなく小・中学生も修学旅行や運動会が中止になるなど

の影響を受けているので、そういった点も取り上げてほしい。 

 

○ 困難を乗り越えて前を向こうという気持ちになれる番組だった。指導者などの周囲

の大人の支えが大切だということも改めて感じた。バドミントン日本代表の桃田賢斗

選手が高校生に経験を伝えることばには説得力があったが、高校生たちがどう感じた

のかが聞きたかった。梼原高校野球部では、部員たちが地域の支えになっていること

が伝わってきた。阿波西高校野球部は、指導者のほうが部員たちから力をもらってい

るように感じ、心が温まった。他校から部員の派遣を受けて大会に出場できる高校野

球の特別ルールについて、詳細な説明がほしかった。今治東中等教育学校のなぎなた

部員が、大会中止を受けて思いのたけをつづったノートにあったことばは印象的で、

心に残るものがあった。ゲストの秋元さんや杉山さんのコメントは安定感があり、高

校生にも伝わる印象的なものになっていた。谷地健吾アナウンサーの表情や服装が明

るい雰囲気でよかった。 

 

（ＮＨＫ側）      

新型コロナウイルスの感染拡大が進む中で、さまざまな苦難を強

いられている高校生に向けて、その経験は必ず今後の糧となる、周

囲もそのための支えは惜しまないという前向きなメッセージを伝え

ることが、番組の一つの主題だった。新型コロナウイルス感染拡大

の影響により、目標としていた大会が中止となる中で、高校生がど

のような思いや苦悩を抱えているのか、その本音を伝えたいと思っ

て取材を始めたが、高校生たちが想像以上に前向きだったことは取

材者として驚いた。た。そのことがとても印象的だったので、今回

の番組は「もう一度前を向く姿」というタイトルの通り、前向きな

メッセージを伝えることに主眼を置いた。冒頭の明徳義塾高校野球

部の映像は、全国高校野球選手権大会の中止が決まった日の野球部

の様子を紹介したいと思い、高知局が取材したニュースの映像を用

いて伝えた。ワイプについては映像の大切な部分と重ならないよう

に位置やタイミングを考え、なるべく控えめに使用したつもりでは

あったが、指摘を参考に、引き続き適切な使用方法を検討したい。 
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（ＮＨＫ側）      

前園さんが四国各地の学校の部活動を訪ねる番組については今後

取材を予定しているが、新型コロナウイルスの感染の拡大状況を考

慮した上で、対策を十分に行い慎重に対応するつもりだ。目標とし

ていた大会がなくなり、残念な思いをしている子どもたちをどのよ

うに支えていくかについては、子どもたちの声を集めて、子どもた

ちに寄り添った番組の制作に、四国だけではなく、ＮＨＫ全体で取

り組んでいきたい。 

 

○ 部活動の大会の中止によって大きな目標を失った高校生たちの状況や、競技との向

き合い方がよく取材されていた。また地域の人や監督など、周囲の大人がどのように

関わっているのかという視点も描かれていてよかった。番組冒頭で、甲子園球場と明

徳義塾高校が映し出され、全国高校野球選手権大会について取り上げるのかと感じた

直後に、「高校総体が中止に」というナレーションが入る構成は、見ていて違和感を覚

えた。阿波西高校と池田高校の合同チームについての説明が少なく、分かりにくく感

じた。「この経験を糧に頑張りましょう」という最後のコメントは、明るくまとめすぎ

ているような印象で、番組をきれいに終わらせるという構成上の都合のように感じら

れて気になった。ゲストの秋元さんと杉山さんのコメントの分量や画面に映る時間に

差があったことも気になった。新型コロナウイルスの感染拡大によってあらゆる分野

に影響が出ている中で難しいテーマだったと思うが、全体としては興味深い内容で前

向きに視聴できた。 

 

○ 今の時流に合ったとてもよい番組だと感じた。高校生が苦悩しながらも自分なりに

克服し、前向きな気持ちで再スタートを切ることの難しさと大切さを分かりやすく伝

えていた。一方で、短い放送時間の中で複数の話題を取り上げていたが、まとまりが

なく、番組の主題が伝わりにくくなっているように感じた。シリーズで放送するなど

して、もっと一つ一つの話題をしっかりと掘り下げてほしかった。桃田選手と香川県

の高校生のオンライン対話のパートがとても短く、拍子抜けだった。スタジオの秋元

さんとリモート出演の杉山さんの２人のゲストは、役割がいまひとつはっきりしてい

ないように感じて気になった。もっと子どもたちと監督、地域の人たちのすばらしい

ことばを紹介し、それを中心に据えた構成でもよかったのではないか。多くの高校に

野球部がある中で、なぜこれらの高校を取り上げたのか、説明があったほうがよいと

感じた。 

 

○ 高校３年間の集大成として、全国高校野球の地方大会に代わる県独自の大会に思い
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をかける野球部の部員や、現実を受け止めながら今できることに一生懸命取り組もう

としているなぎなた部の部員、自分に打ち勝とうと奮闘するレスリング部の生徒の様

子が丁寧に描かれていた。今治東中等教育学校なぎなた部の監督の語ることばは、突

然の大会中止にやりきれない思いを抱える３年生の部員たちの気持ちをとてもよくく

み取っていて、その一つ一つに共感した。ほかの指導者のことばも含めて、多くの視

聴者に伝わるものがあったと思う。後輩の指導をする生徒たちの姿もりりしく、すが

すがしくてよかった。スタジオゲストは好印象だったものの、起用した意図が伝わり

にくいように感じた。リモート出演のゲストもいたため、それぞれ１人あたりが話す

時間が短くなり、もったいないと感じた。そもそも、学校の取材部分の内容がとても

すばらしかったので、ゲストは不在でも問題なかったのではないかと感じた。 

 

○ 高校生活の集大成となるはずの全国高校総体や全国高校野球選手権大会が中止とな

り、苦悩する３年生と彼らを支える周囲の大人たちの姿がよく描かれており、番組の

主題がしっかりと伝わってきた。梼原高校野球部が地域住民の支えで成り立っている

という話題や、池田高校の協力で大会に出場できた阿波西高校の生徒たちの明るい笑

顔など、印象に残る場面が多々あった。また大会がなくなった今治東中等教育学校な

ぎなた部と、指導者の助言を受けながら最後の夏の練習に打ち込む高知東高校レスリ

ング部の３年生の姿に心打たれた。大人の支えによって子どもが前を向いていること

が分かり、大人の役割の大切さが理解できた一方で、大人の目線でまとめているよう

にも感じた。番組で紹介したような前向きな学生は一部で、大多数は進学や就職など

進路に苦悩しているのではないかと思う。もっと高校生の本音に踏み込んだ内容が見

たいと感じたとともに、子どもたちが将来に不安なく学業や部活動に取り組める社会

を、大人が努力して取り戻さなければならないと考えさせられる内容だった。 

 

○ 梼原高校野球部と地元の方々との交流の様子からは、生徒たちが地元に溶け込んで

いることが分かり、地域にとってなくてはならない存在であることが伝わってきた。

阿波西高校野球部の部員たちが、人数が少ないながらも決して諦めず黙々と練習に取

り組む姿はすばらしかった。池田高校から選手の派遣を受け、練習試合で勝利した場

面の生徒たちの表情は印象的だった。今治東中等教育学校なぎなた部の部員が思いの

たけをつづったノートと監督のやり取りについて、もっと掘り下げてほしかったと感

じた。高知東高校レスリング部の部員が、自分の弱さを克服したいという強い気持ち

で練習に取り組んでいる様子も心打たれるものがあった。番組で取り上げた高校生た

ちはみなとても立派だったが、より多くの高校生の本音や苦悩をもっと拾い上げて掘

り下げてほしいとも感じた。ゲストの秋元さんは好印象で適任だと感じたが、四国出

身のゲストの起用がなかったのが気になった。 
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○ 全国高校総体や全国高校野球選手権大会の中止が決まり、高校スポーツの状況が刻

一刻と変化する中で、短期間で取材・編集を行って番組として発信したことを評価し

たい。それぞれの話題は断片的に感じる面もあったが、“異例の夏”に向き合う高校生

や指導者の思いがよく伝わってきた。 一方で、全国大会の結果が進路に直結するよう

な大学への進学や実業団への就職を希望している生徒についても取り上げたほうがよ

かったのではないかと感じた。大会の中止が生徒の一生を左右するという切実さを伝

える必要があったと思う。大会の結果に左右されるような既存の選抜システムについ

て、その問題や対策について検討する必要性があるのではないかなど、建設的な提案

がほしいと感じた。２人のゲストは、華があってとても豪華に感じ、コメントも非常

に的確で適任だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側）      

池田高校が阿波西高校に選手を派遣するにあたっては、部員不足

を補うために他の学校から応援を派遣することができる「単独廃校

ルール」というものがあり、そのルールを用いて阿波西高校は大会

に出場することができた。その説明が不十分だったという指摘につ

いては、限られた時間の中でもより分かりやすく伝えるよう、今後

はより工夫したい。ゲストは、若い世代の気持ちに寄り添うことが

できる秋元さんと、プロのアスリートだった経験から苦しい状況を

乗り越えるヒントを話すことができる杉山さんを起用した。ゲスト

のコメントによって番組の雰囲気も変化し、視聴者に与える印象も

変わってくるため、今後も引き続き適切に番組の主題を伝えること

のできるゲストを選出したい。桃田選手は四国出身の現役のアスリ

ートであり、さまざまな困難を乗り越えた方だからこそ若い世代に

伝わるものがあると思い、短い時間ではあったがオンラインイベン

トの映像を引用するかたちで取り上げることにした。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ６月１４日（日）のＢＳ１スペシャル「ジャパニ～ネパール出稼ぎ村の子どもたち

～」を見た。働き手の多くが日本に出稼ぎに出るというネパールにある村の過酷な現

実を、日本在住のネパール人映像作家ディペシュ・カレルさんが母国と日本で記録し

たドキュメンタリーで、２時間近い放送時間だったがとても見応えがあった。ヒマラ

ヤ山脈を望む小さな村の景色はとても美しく、村に暮らす９歳の少女ビピシャの語る

ことばからは、日本で出稼ぎをする両親や日本という国への思いがしっかりと表現さ
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れていて、子どもながら本質を突いていてとても印象に残った。ネパールと日本を何

度も行き来しながら、村やビピシャの過酷な現実をしっかりと映像でとらえていて、

通訳を介してではできないような非常にしっかりとした取材がされていると感じ、好

感を持った。本当の幸せとは何かを考えさせられる、とてもすばらしい内容だった。

新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、ビピシャの家族の生活の見通しが立っ

ていないことが、最後にテロップで簡単に紹介されていて気になった。続編に期待し

たい。 

 

○ ７月１日(水)のはりきり体育ノ介「はりきり水泳ノ介～クロールに挑戦だ！」を見

た。サイボーグのキャラクターを使ったアニメーションの導入部分はおもしろく、オ

リンピックにも出場した元競泳選手の宮下純一さんによる水泳映像を用いた実技指導

もあり、１０分という短い放送時間ながらクロールのコツがしっかりと押さえられて

いた。体育教師や専門家が実技を指導するのではなく、クロールのポイントをサイボ

ーグに“インストール”するといった子どもが楽しんで見てもらえる工夫があり、子

どもの理解が深まる内容になっていてよい番組だと感じた。そのほかの体育実技につ

いても、小学校の学期ごとに分けてトップアスリートの実技を見せて紹介しているこ

とに興味を持った。今後も継続視聴したいと思える内容だった。 

 

○ ７月３日(金)のひめＤＯＮ！ 出張ひめＤＯＮ！「豪雨から２年 復興応援スペシャ

ルｉｎ乙亥会館」を見た。被災地に笑顔を届けるというテーマのもと、２０１８年７

月の西日本豪雨で大きな被害が生じた西予市野村町にある乙亥会館をお笑い芸人の和

牛の２人が訪ねていて、見ていて元気な気持ちになった。乙亥会館がことし５月に復

旧・再開したことや、豪雨からの復興や地域の活動に頑張って取り組む人々を取り上

げていて、前向きな内容でよかった。乙亥会館で相撲の稽古を行っている地元の小中

学生の様子は、とても生き生きとした姿が映し出されていてよかった。 

 

○ ７月１０日(金)の「みかんの花が咲く谷で 西日本豪雨から２年」を見た。西日本

豪雨から２年がたってもなお地域の復興が十分に進んでいない様子がよく理解できた。

苦境を語るみかん農家の方々のことばは心に刺さるものがあり印象に残った。同じ豪

雨による被災地ではあるが、状況はとても対照的に感じた。今後も豪雨被災地の明る

い話題と難しい課題の両方を、引き続き取材・発信してほしい。 

 

○ ７月１０日（金）の「みかんの花が咲く谷で 西日本豪雨から２年」を見た。西日

本豪雨によって被災した“愛媛みかん発祥の地”こと、宇和島市吉田町奥白井谷地区

のこの２年を記録していた。いまもなお地域全体の復興は道半ばで、完了までには長

い時間が要することを取り上げていて、災害の恐ろしさを再認識させられた。みかん
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産地の誇りを胸に地区の復興の旗振り役を務めるみかん農家の清家明さんと、災害を

機に仕事を辞めて地元に戻ったという息子の歩さんを中心に取り上げていたが、２人

の語ることばにはどれも重みがあり、みかんの産地を守りたいという思いや家族への

思い、今後の悩みなどがよく伝わってきた。取材対象者と制作者との信頼関係が見て

取れ、２人のことばの機微を適切に伝える編集がされているように感じ、好感を持っ

た。そのほかの地区の人々も、苦しい状況ながらも復興に向けて懸命に取り組んでい

る姿がとても印象に残った。地区の再編復旧の完了までにはまだ時間が要すると思う

が、継続して取材し、発信してほしい。 

 

○ ７月９日（木）の「ＮＨＫニュース おはよう日本」で、「令和２年７月豪雨」関連

のニュースを放送しているさなか、茨城県南部を震源とする最大震度４の地震が発生

し、即座に地震関連報道に切り替わった。その後、比較的長時間にわたって地震関連

報道を行っていた。経験上、震度４程度の地震であれば大きな被害が生じないと理解

しているが、ＮＨＫの地震報道の基準がどのようなものなのかが気になった。 

 

（ＮＨＫ側）      

震度３以上の地震が発生した場合、震度などの地震情報は全国向

けに伝えることとしている。 

 

（ＮＨＫ側）      

個別の地震情報にどの程度の時間を割いて伝えるかについては、

地震の規模や被害の状況などを考慮し、総合的に判断している。 

 

○ ７月１０日(金)の「ひめポン！」を見た。宇和島市で朝だけ営業しているという、

地元で人気のうどん店の閉店を取り上げた話題では、昔の写真やお客さんの声、店内

の色紙を紹介するなどしており、店の雰囲気がよく伝わってきた。地域の知られざる

名店のエピソードをうまく取り上げていて着眼点がとてもよいと感じた。新型コロナ

ウイルス関連などの暗いニュースが多い中で、見ていて心に響く話題だった。 

 

○ ７月１６日(木)の世界はほしいものにあふれてる～旅するバイヤー極上リスト～

「マルタ＆フランス 麗しの手仕事ＳＰ」を見た。マルタとフランスの景色やガラス

細工やアクセサリー、工芸品などがとても美しい映像で記録されていて、見ていて心

躍るものがあった。字幕テロップも視聴のじゃまにならない分量で、適切だと感じた。

ＭＣを務める俳優の三浦春馬さんと歌手のＪＵＪＵさんのコンビもよく、見応えがあ

っておもしろかった。冒頭で、亡くなられた三浦さんの追悼テロップが放送されたが、

番組に欠かせない存在だっただけにとても残念だ。今後番組がどうなるのかが気にな
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っている。 

 

○ ７月１７日(金)の四国らしんばん「祭りのない夏～阿波おどりのまちは～」を見た。

徳島市の阿波おどりの運営についての問題はここ数年、全国ニュースでも取り上げら

れるなど大きな話題になっていたこともあり、ことしの動向が特に気になっていた。

新型コロナウイルス感染拡大の影響によって祭りが中止となり、阿波おどりで使用す

る足袋の製造業者や宿泊業などの幅広い産業に影響が生じていることなど、地域に大

きな影響が出ていることが分かった。感染防止のために人目を避けて練習しているグ

ループが、ＳＮＳで批判されていることも紹介され、中止の余波が広がっていること

を痛感した。踊り手のグループである「連」の所属する団体には、大きなものが２つ

あることが紹介されていたが、“コロナ時代”における阿波おどりのガイドラインを一

緒につくろうと両団体が話し合う様子からは緊張感が伝わり、問題の複雑さをかいま

見ることができた。阿波おどりの開催に向けた動向を、引き続き取材・発信をしてほ

しい。 

 

○ ７月３日(金)にＮＨＫのホームページ「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」に掲載された「阿波おど

り 新型コロナで中止 地元宿泊施設の３割が廃業検討」を見た。宿泊業は、そもそも

新型コロナウイルス感染拡大による需要減で大きな影響が出ており、徳島市の阿波お

どりの中止はあくまでそれに拍車をかけているにすぎないと思う。ニュースの見出し

と内容を見ると、阿波おどりの中止による影響だけで宿泊施設が廃業を検討している

ような印象を与え、適切ではないと感じた。取り上げ方に配慮がほしいと感じた。 

 

○  ７月１７日(金)の四国らしんばん「祭りのない夏～阿波おどりのまちは～」を見た。

とてもタイムリーな情報発信だった。ただ、阿波おどりの中止による地元経済への影

響と、踊りの伝統をどう継承していくかについての２つの切り口を軸に構成していた

が、全く別の内容を無理やり一つの番組の中に詰め込んだ印象を持った。阿波おどり

の「連」が所属する２つの団体は、長い歴史の中で必ずしも協調関係にあるとは言え

なかったが、阿波おどり自体の存続が困難を迎えていることをきっかけに協調の動き

が出ており、そのことをしっかりと取り上げていたのはよかったと思う。全体として

は、伝統の継承についての動きに絞って地域経済への影響はまた別の番組でしっかり

と取り上げたほうがよかったのではないかと感じた。 

 

（ＮＨＫ側）      

今後の阿波おどり実施の展望は、新型コロナウイルス感染拡大に

よる影響もあって見通せなくなっている。引き続き取材を行い、ニ

ュース番組や「あわとく」「四国らしんばん」などの番組の中で発信
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していきたい。 

 

○ 「令和２年７月豪雨」関連の報道は、しっかりと取材・発信がされ、視聴者にとっ

て有益なものとなっていたと思う。災害報道にしっかり取り組むことで、ＮＨＫが災

害時に信頼して見てもらえるメディアであってほしいと思う。一方で新型コロナウイ

ルスに関する報道は、東京の感染者数の増加の取り上げ方が、必要以上に危機感をあ

おったものになっているように感じて気になっている。感染者数を取り上げる際には、

検査数や陽性率、重症者数などのデータもあわせて紹介するなど、客観的で多角的な

報道を心がけてほしい。 

 

○ 若い世代を中心にいわゆる「テレビ離れ」が進んでいる中、ウェブサイトやアプリ

で放送番組を視聴できる「ＮＨＫプラス」は、そういった人たちにもアプローチをす

るきっかけとなりうる、とてもよい取り組みだと感じている。過去の番組を一定の期

間視聴できる見逃し配信も、放送後に話題になった番組を改めて視聴することができ

るよいものだと思う。一方で、比較的短時間のネット動画を見慣れている人にとって

は、長時間の放送番組を視聴するのは負担に感じるかもしれない。「ＮＨＫプラス」の

ＩＤ登録が非常に複雑で難しく、手間に感じた。この手間を惜しんで視聴や登録をあ

きらめている視聴者がいるように感じ、もったいなく思う。情報セキュリティーに十

分に配慮しつつ、より簡素化できる方法を検討してほしい。 

 

○ 民放と比べて、ＳＮＳを活用したドラマのＰＲなどが少ないように感じる。若い世

代はＳＮＳから話題の番組の情報を仕入れている人が多いと思うので、より積極的な

ＰＲに取り組み、新たな視聴者の獲得に努めてほしい。 

 

ＮＨＫ松山拠点放送局   

番組審議会事務局 
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２０２０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)、東京第一ホテル松山において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、６月７日(日)に放送した「これでわかった！世界のいま」の内容に

ついて報告した。その後、事前に視聴してもらった、「四国つながるテレビ」を含め、

放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、７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

説明があり、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長  半井 真司 （四国旅客鉄道 代表取締役社長） 

副委員長  柴田 智恵 （有限会社大豊陸送 代表取締役社長） 

委  員  神田 優  （ＮＰＯ法人黒潮実感センター センター長） 

黒笹 慈幾 （南国生活技術研究所 代表） 

床桜 英二 （徳島文理大学 総合政策学部 教授） 

土佐 礼子  （三井住友海上火災保険 陸上競技部 

プレーイングアドバイザー） 

中矢 憲吉 （愛媛新聞社 編集局次長） 

滑川 里香 （一般社団法人マチのコトバ徳島 代表理事） 

       田井 ノエル (小説家) 

 

 

（主な発言） 

 

＜「四国つながるテレビ」（松山局） 

   （総合 ５月２９日(金)放送）について＞ 

 

○ 社会全体が新型コロナウイルスと共生する必要性がある中で、市井の人々の身近な

活動を取り上げたのはタイムリーだったと思う。一方で限られた時間の中、無理に四

国４県の話題を取り上げるのではなく、例えば今回であれば「教育」のようにテーマ

を決め、取り上げる話題の本数を絞って紹介したほうが、視聴者の印象に残るものと

なったのではないかと思う。新型コロナウイルスの影響で中止となった高知のよさこ

い祭りを取り上げていたが、そうであれば同じ理由で中止となった徳島の阿波おどり

についても取り上げてほしかった。共通の内容や課題についての事例を取り上げ、そ
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こから解決策を探るような視点がほしいと感じた。出演者自身によるリモート撮影は、

新型コロナウイルス感染拡大下の取材方法の一つとして大きな役割を果たしたと思う

が、撮影を本人にゆだねることで、客観性が担保できなくなる危険性があると感じて

いる。今後はそういった点も留意し、必要に応じて活用すべきだと思う。 

 

○ 新型コロナウイルスの感染拡大により取材や中継が困難になる中で、出演者自身に

よるリモート撮影などの番組制作の工夫が見られて好感を持った。一般の方自身によ

るリモート撮影により、自然体の表情が出ているように感じられた。ただ画質の悪さ

が気になる場面や、人により撮影技術にばらつきがあったのが気になった。出演する

方に撮影を依頼するにあたり、どのような指示やサポートをしているのかが気になっ

た。リモートで出演したゲストへの照明の当たり方がいまひとつで、暗く見えたのが

気になった。高知のよさこい祭りの振り付け師たちのグループ「よさこい８」のオン

ライン会議の様子は、とてもパワフルで元気をもらえた。ただ「よさこい８」がどの

ようなグループなのか、もう少し説明がほしいと感じた。またオンライン飲み会の場

面で、酒の飲み方にあまり適切ではない点があり気になった。全体としては楽しく笑

える場面もあり、視聴者を元気にする番組になっていた。 

 

○ 今の四国の人々がどのように過ごし、人とのつながりを持っているのかがよく分か

る番組だった。松山市立北条北中学校の安居博之先生は、明るい人柄や生徒への熱い

思いが見ていて伝わってきた。入学後、学校に通うことができない新入生に向けたビ

デオメッセージや週１回の家庭訪問などの工夫がしっかりと紹介されていたと思う。

ゲストの三山ひろしさんが披露したけん玉はとてもすばらしく、見ていて元気が出た。

高松市立太田中学校校長の臼井隆先生が、手作り弁当を学校のホームページに毎日掲

載している取り組みは、生徒や親に先生を身近に感じてもらえるよいものだと感じた。

祭りの中止を受け、「よさこい８」がよさこい祭りをオンライン開催したという話題は、

時間が短く拍子抜けした。徳島で食料品店を営む山口由紀子さんは、画面越しでもと

ても元気な様子が伝わってきた。店頭に固定カメラを設置し、地域の日常生活をかい

ま見ることができたのもおもしろかった。全体としては香川と高知の取り組みの紹介

が短く、取って付けたような印象があった。出演した一般の方をどのように決めたの

か気になった。 

 

○ 「つながり」をキーワードに、新型コロナウイルスの感染拡大の中、四国の人々が

どのように過ごしていたのかを取り上げていた。出演者によるリモート撮影などを織

り交ぜて、四国の人々のリアルな生活が映し出されていたように感じた。スタジオで

は多くの人の写真が掲出されていたが、実際に取り上げた方をどのように決めたのか

が気になった。徳島の大歩危駅前で食料品店を営む山口さんは、画面から明るい人柄
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がにじみ出ており、楽しそうに地域を元気づけていて印象に残った。カメラ付きパソ

コンを食料品店の店頭に設置し、ＮＨＫと店頭をつないで会話する様子も見ていて楽

しく、オンラインを用いた過疎地域の活性化の可能性なども感じられ、よい取り組み

だった。放送時間があっという間に感じられ、見ていて元気がもらえる番組で好感が

持てた。香川と高知の取り組みの紹介が短くて気になったので、よさこい祭りのオン

ライン開催のその後など、今後の情報発信に期待している。 

 

（ＮＨＫ側）      

緊急事態宣言が４月に全国に広がり、県をまたいだ移動や不要不

急の移動の自粛が求められる中でも制作できる番組として、出演者

によるリモート撮影の手法を取り入れて制作した。取り上げた方々

は、ディレクターがこれまでの取材で得た人脈や知識を生かし、番

組のテーマにあった方を選ばせてもらった。限られた時間というこ

ともあり、今回は愛媛と徳島の話題が中心となり、高知と香川の話

題の時間が短くなってしまったが、今後の番組でその２県の話題の

取材・発信に取り組みたいと考えている。四国４県の話題をどうバ

ランス取って伝えるかは、引き続き検討を重ねるとともに継続的な

情報発信を行うことで、偏りなく発信していると視聴者の方に感じ

てもらえるように努力していく。リモート撮影で収録した映像の画

質の悪さについては、放送用設備の映像と比べれば見にくかった部

分があったかもしれない。一方で、新型コロナウイルスの感染リス

クが完全に収まらない中では、引き続き取材手法の一つとして取り

入れる必要があると感じている。出演者本人による撮影については

指摘を考慮しつつ、今後もリモート撮影の長所を生かして、活用し

ていきたいと考えている。 

 

（ＮＨＫ側）      

新型コロナウイルス感染拡大の中で、人との「つながり」を大切

にしながら頑張って日々の生活に取り組む人たちの姿を見せること

で、視聴者の方が元気をもらい、楽しい気持ちになってもらいたい

という思いで制作に取り組んだ。出演者本人による撮影をどのよう

にサポートしているかについては、ディレクターがリモートをつな

いだ際に都度注意点などを説明している。今後のよさこい祭りの展

開については、この番組にとどまらず、高知局と連携して取材・発

信を行っていきたいと考えている。 
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○ 大変な状況を明るく前向きに乗り切ろうとしている人々をとらえていて好感を持っ

た。徳島の山口さんは活発な姿や地域への思いを語ることばから素敵な人柄が出てい

て、実際に会ってみたくなった。店頭にカメラを設置し、地域の人々の自然な姿を取

り上げていたのもよかった。よさこい祭りの中止を受けて、オンラインでの「世界総

踊り」の開催は、新型コロナウイルス感染拡大下の逆境を逆手に取った画期的なもの

で、実際に現地で体感するしかなかった祭りに、オンラインで世界中どこからでも参

加できるようになったことは、未来に向けた可能性を感じるものだった。このような

取り組みが四国から立ち上がったことを頼もしく感じた。臼井校長の弁当の取り組み

は、盛り付けが豪華すぎて本当に毎日掲載しているのか気になった。もう少し補足が

必要だったのではないかと感じた。ゲストの三山さんは、けん玉の技はとてもすばら

しかったが、その他では十分にスタジオと絡めていたとはいえず、ほかのリモート出

演の方のほうが印象的で残念だった。 

 

○ 「つながり」をテーマに四国の人々の今の生活を紹介するという意図はよかったと

思う。一方でリモート撮影を中心とした番組構成は、視覚的な目新しさはあったもの

の、テーマの掘り下げにおいては不十分に感じた。リモート撮影の映像は、画質や撮

影技術において見にくい場面もあり、もう少し質を高めてほしいと感じた。新型コロ

ナウイルス感染拡大期における番組制作のガイドラインがあったのかが気になった。

香川と高知の話題は取って付けたような印象で、無理に４県の話題を取り上げずとも

よかったのではないか。愛媛の安居先生と徳島の山口さんは、特徴的な人柄もあって

番組に欠かせない強い印象を与えていたと思う。臼井校長の弁当の話題は、取り組み

を始めたいきさつなどをもっと詳しく知りたかった。高知の「よさこい８」はオンラ

イン飲み会の印象だけが残り、もう少し取り組みを丁寧に紹介してほしかった。ゲス

トの中には、取り上げ方が気になる方もいた。取材の制約を逆手に取るような演出の

工夫がほしいと感じた。 

 

○ 休校中の生徒を心配して家庭訪問に取り組む安居先生や、休校明けに前向きな気持

ちで学校に来てほしいと弁当を毎日ホームページに掲載している臼井校長の様子から

は、それぞれの人柄が出ていて、見ていて心が打たれた。生徒や親にとっては、休校

中の先生がどのような取り組みを行い、どんな苦悩があったのかが理解できるよいも

のだったと思う。今回のように、日々を懸命に生きている四国の人々を取り上げ、勇

気づける内容の番組を作ってほしい。ただ、全体としては内容のばらつきが大きくて

統一感がなく、意図が伝わりにくくなっているように感じた。今回であれば「学校教

育」を軸に、四国４県の取り組みを紹介したほうがよかったのではないか。テーマを

統一したほうがゲストのコメントも的確になり、出演の意図もよりはっきりしたので

はないかと感じた。リモートでスタジオとつなぐやりとりがなかった話題もあり、取
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り上げ方に濃淡があったので、もう少し見せ方を工夫してほしかった。 

 

○ 新型コロナウイルス感染拡大下の四国で、人々の元気な姿をリモート撮影で紹介し

ていて、時流に合っていると感じた。安居先生のもどかしさと、新入生たちの戸惑い

が画面を通じてよく表現されていたと思う。ただ学校の体育館からのリモート中継は、

照明の当たり方が悪く、少し怖い感じに見えたのが残念だった。臼井校長の弁当の話

題はすぐに終わった印象で、もう少し掘り下げて見せてほしいと感じた。よさこい祭

りのオンライン開催に向けたリモート会議の様子では、画面から「よさこい８」のみ

なさんのとてもエネルギッシュな感じが伝わってきた。途中からスタジオとリモート

でつないだ徳島の山口さんはとても明るく元気で印象に残ったが、同じくリモートで

つないでいた安居先生の印象が薄くなってしまったように感じた。また高知と香川か

らのリモート出演が無かったのも気になった。三山さんの十連けん玉の大技は圧巻で、

番組が活気づいたと思う。今後の放送にも期待したい。 

 

○ 新型コロナウイルスにより社会全体への影響が長引いている状況の中で、見ていて

元気の出るものになっていたと思う。本人による撮影は、結果的に映像に説得力を持

たせていたし、三山さんのけん玉披露も見ていて元気づけられた。休校中の先生たち

の苦労や努力もよく伝わってきた。休校明けの学校の体育館からのリモート中継に生

徒たちとともに安居先生が参加している姿からは、少しずつだが日常生活が戻ってい

ることが感じられ、感慨深いものがあった。臼井校長の弁当画像のホームページ掲載

も、小さな取り組みの重要性を感じるもので考えさせられた。徳島の山口さんが集落

の活性化のために、地元の方が作った食料品の販売や手洗い運動を発案して取り組む

姿には心打たれるものがあった。よさこい祭りのオンライン開催は興味深かったが、

ほかの取り組みとは性質が異なっているように感じた。阿波おどりや、ほかの中止と

なった祭りとまとめて別の機会に紹介したほうがよかったのではないか。番組を通じ

て四国の一体感を醸成してほしい。 

 

○ 人がどのように「つながり」を持って幸福感を保つのかという問題を、リモート撮

影を駆使して伝えたよい番組だった。四国４県のそれぞれの話題を取り上げていたが、

それぞれの地域の特徴が色濃く出ていて興味深かった。ゲストの三山さんによる歌や

けん玉の披露も印象に残った。三山さんのけん玉の極意、「焦らず慌てず諦めず」は、

新型コロナウイルス感染拡大下の今にぴったりの至言だと感じた。安居先生が生徒た

ちのことを思って家庭訪問などに懸命に取り組む姿からは、教育に対する情熱が感じ

られ心打たれた。保護者や地域とのつながりについても見たいと感じた。また臼井校

長が弁当の画像をホームページに掲載している取り組みは、弁当作りの様子や家族と

の話題が聞きたいと感じた。「よさこい８」のメンバーによるよさこい祭りのオンライ
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ン開催の話題は、そのスピード感と行動力には感銘を受けた。徳島の山口さんはとて

も明るくエネルギッシュで、山口さんが地域で行っている取り組みに焦点を当てた番

組を見たいと感じた。 

 

○ 緊急事態宣言下において人との接触機会が制限される中で、どのように人とのつな

がりを確保するのかという、コロナ時代の核心を突いたような企画で意義深く感じた。

リモート撮影などの新しい取材手法を用いていたことも興味をひかれた。愛媛の中学

校の話題は十分な取材がされていることが見ていて分かり、よかったと思う。徳島の

食料品店の話題も、ディレクターとのやり取りを通じて伝えたい内容がはっきりと表

現されていた。一方で、リモート撮影のみで短く紹介した香川と高知の取り組みは何

を伝えたかったのかいまひとつ分かりにくかった。ゲストの三山さんは、リモート出

演ながらも的確なコメントや個性が光り、スタジオのアナウンサーとの掛け合いもス

ムーズで、安心して見ることができた。出演者によるリモート撮影の映像の中で、マ

スクを着用せずに会話していたり、人が密集したりしている様子が映り込んでいたり

して気になった。出演者が不利益を被る可能性があるので、制作側としてもその点も

十分にフォローしてほしいと感じた。 

 

（ＮＨＫ側）      

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、ＮＨＫの放送現場では事

態に対処するための取材・収録態勢を構築してきた。松山局では４

月上旬に部内で取材や収録に関わるルールを定めた。取材にあたっ

てはマスクを着用するなど、取材者自身の感染防止対策を徹底し、

都道府県をまたいだ取材は公共放送の使命を果たす上でどうしても

必要な場合に限り、かなり抑制的に行うこととした。こうした中で

はあったが、地元の県の情報の取材・発信にシフトした態勢を構築

し、新型コロナウイルスが地域に与えた影響など、これまで以上に

地域のことを掘り下げて取材・発信できたと感じている。５月以降、

緊急事態宣言の解除や感染状況の変化を受け、松山局では取材や収

録に関わるルールを見直した。リモート出演や出演者自身による撮

影は、新型コロナウイルスの感染リスクが完全に収まらない現状で

は継続していく必要があると考えており、従来の制作手法と併用し

ながら最適な方法を探っていきたいと考えている。 

 

（ＮＨＫ側）      

さまざまな取材方法を検討し、今回のリモート撮影を用いた構成

で番組を制作した。スタジオと四国４県を同時にリモートでつなぐ
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ことは、演出的・技術的に負担が大きく今回は実施しなかったが、

今回の経験を生かして今後の検討事項としたい。休校中の学校の取

り組みについては、公共放送として伝える意義があったと考えてい

る。ゲストの三山さんは、高知県出身で四国への強い思いを持って

おり、四国のＮＨＫ各放送局制作番組に多く出演してもらっている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ６月５日(金)のひめＤＯＮ！「愛媛のＹｏｕＴｕｂｅｒを調査！」を見た。愛媛県

内で活動するユーチューバーたちを紹介するという今どきの話題で、ふだんの「ひめ

ＤＯＮ！」よりくだけた内容だと感じた。番組告知を見たときは、自称“愛媛ナンバ

ーワン黒ギャル”のゆ～ちょぱさんの派手なメイクに度肝を抜かれたが、番組を見て、

とても誠実で心優しい女性であることが分かった。東京から大島にＵターンしたしゅ

うへいさんが、地元の人との触れ合いを通じて生きがいを見出していくようになった

というエピソードは、若者の成長物語を見ているようで心が洗われるようなすがすが

しさを感じた。登場したユーチューバーのみなさんには、ぜひ今後も愛媛からさまざ

まな発信を続けてほしい。 

 

○ 同じく６月５日(金) のひめＤＯＮ！「愛媛のＹｏｕＴｕｂｅｒを調査！」を見た。

黒ギャル、山奥暮らしの男性、４００万円の借金を抱える男性と、いずれも独特のキ

ャラクターが印象的だった。それぞれの人生を深く知ることができて興味深かった。

ユーチューバーの収入や、発信の工夫、苦悩などについても詳しく知りたかった。Ｎ

ＨＫの番組ではあまり目にしない人たちが登場し、斬新だと感じた。全体を通して、

本当の豊かさとはなにかを考えさせられるよい内容だった。 

 

○ ６月７日(日)の「これでわかった！世界のいま」を見た。黒人男性が警察官に押さ

えつけられて死亡したことを発端にアメリカ全土で広がった抗議デモについての解説

の中で、デモの背景をまとめたアニメの表現に配慮が欠けていたことは残念だった。

2015 年の番組放送開始からこの番組をよく見ていたが、「Ｍｒ.シップ」というキャラ

クターが解説するアニメは大げさに誇張して表現しているような印象を持っていた。

ただ毎週視聴するうちに次第に見慣れ、あまり気にならなくなっていた。問題の原因

の一つに、制作者にもこのような「慣れ」があったのではと感じた。海外のニュース

を分かりやすく伝えるいい番組だっただけに残念に思う。より丁寧に伝えるよう心が

けてほしい。 
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○ 同じく６月７日(日)の「これでわかった！世界のいま」を見た。問題となったアニ

メについて、なぜ放送前に防ぐことができなかったのか、チェック体制が整えられて

いたのか疑問に思う。人種差別の問題は、意図しなくても相手が差別を受けたと感じ

ることがあるため、相手がどう感じるかということに想像力を働かせ、放送前に慎重

に精査してほしい。公共放送として再発防止にしっかり取り組んでほしい。 

 

（ＮＨＫ側）      

今回の問題を受けて、人権や多様性に対する認識が不足していた

と痛感した。番組制作者の感性を研ぎ澄ませていくよう研さんを重

ねたい。 

 

○ ６月１２日(金)の軽四キャンピングカーがゆく「四国のみなさん 元気ですか？再

会スペシャル」を見た。新型コロナウイルスの影響でロケに行けない中、旅人の藤原

薫さんが東京の自宅からリモートで出演するという内容だったが、特に違和感なく視

聴することができた。これまでの旅で出会った人たちの近況が分かり、心温まる内容

だった。大月町の飲食店は火災に遭い、さらに新型コロナウイルスの影響で客足が遠

のく中でも、テイクアウトメニューの販売を始めるなど、前を向いて進んでいること

がよく伝わってきた。飲食店から届いた豚肉を藤原さんが調理して食べる場面は盛り

つけを工夫するなど、もっとおいしそうに見えるようにしてほしかった。香川県の農

家から届いたにんにくを使い、藤原さんがリモートでサポートを受けながら調理する

場面でも、にんにくを切る作業に３０分もかかっていたり、味の感想もあいまいだっ

たりと、不慣れさが目に付き気になった。ホームページで調理方法を紹介していたの

はよかったと思う。軽四キャンピングカーで四国中を旅する藤原さんを、再び見られ

ることを楽しみにしている。 

 

○ 「軽四キャンピングカーがゆく」は、キャンピングカー本来の魅力を伝え切れてい

ないと感じる。キャンピングカーに備わっている機能を十分に生かしたり、宿泊場所

周辺の自然と触れあったりする姿をもっと伝えてほしい。新型コロナウイルスの影響

もあり、キャンピングカーは災害時の分散避難に有効だという見方もある。そのよう

な時勢も踏まえ、従来の内容にとどまらず、視点を変えた内容も取り上げてほしい。 

 

○ ６月１３日(土)のＥＴＶ特集「引き裂かれた海～長崎・国営諫早湾干拓事業の中で

～」を見た。漁を諦め干拓地で農業を始めた元漁師や、干拓事業を受け入れて漁業補

償協定に調印したことを後悔し続けた漁協の元組合長など、巨大公共事業の中で人々

が揺れ動きながらどのように生きてきたのかが丁寧に描かれていた。干拓事業を受け

入れても、「漁業の水揚げ高は２割減ほどで済むだろう」という国や県のことばを信じ
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た漁業関係者が、後悔し続けているという話には胸が痛んだ。事業をめぐり、今後さ

まざまな裁判が続くが、この問題はどこへ向かっていくのか混沌として見えないと感

じた。非常に考えさせられるよい内容だったが、番組の真意が見えにくいと感じた。

国や県に対してもう少し踏み込んだ取材をしてほしかった。 

 

○ 「グレートトラバース３ 日本三百名山全山人力踏破」は、プロアドベンチャーレー

サーの田中陽希さんの脚力と登はんスピードとともに、プロの登山家をカメラマンに

起用して撮影された映像にも驚かされる。どんなに厳しいルートでも密着して撮影し

た映像と、ドローンで撮影した映像を効果的に織り交ぜており、視聴者は現場の息遣

いと山岳の絶景をテレビの前に居ながらにして楽しめる。プロの登山家をカメラマン

に起用してまでもその場の映像を記録したいという制作者の思いが伝わってくるすば

らしい番組だと思う。 

 

○ 大河ドラマ「麒麟（きりん）がくる」を見ている。新しい側面から明智光秀にスポ

ットを当てており、若い世代を含めて多くの世代にも楽しんでもらえる内容だと思う。

新型コロナウイルスの影響で、６月１４日(日)で放送を中断するということになった

が、中断の期間を有効に使い、新しい視聴者を取り込めるような工夫をしてほしい。 

 

○ 新型コロナウイルスの影響で、出演者の間に透明なアクリル板を置くなど感染防止

対策に工夫を凝らした番組が増える一方、出演者どうしが近づく場面などでは、対策

が不十分ではないかと心配をすることもある。視聴者の間で、このような新しいテレ

ビの見方が生まれつつあると感じている。リモートでゲストが出演したり、一般の方

が撮影した映像が放送されたりすることに視聴者も慣れてはきていると思うが、妥協

せず今まで以上に映像や音声にこだわり、よりよい番組をつくってもらいたい。 

 

○ 民放のテレビ番組を見ていると、グラフの表現が不適切で視聴者に誤った印象を与

えることがあったり、過去の写真を持ちだしてあたかも現在のことのように取り上げ

ていたり、誇大な表現が気になることがある。ただ、ＮＨＫの番組ではそのようなこ

とがなく、安心して見ることができている。これからも視聴者を誘導するような表現

を避け、真摯でしっかりとした番組作りに取り組んでほしい。 

 

○ 今後の観光事業を考えると、大勢が集まるような観光施設より、比較的人が少ない

地方で自然体験型の観光が定番になってくるのではないか。四国は自然も食も豊かで

絶好の土地だと思う。密集している都会から地方へ、生活圏を移す人も増えると考え

られる。こうした状況を踏まえ、ＮＨＫには四国の魅力をぜひ全国に発信してもらい

たい。 
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ＮＨＫ松山拠点放送局   

番組審議会事務局 
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２０２０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(月)、ＮＨＫ松山拠点放送局（ウェ

ブ開催）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、「２０２０年度四国地方向け地域放

送番組編集計画」を決定したことの報告があり、これに基づいて策定した「２０２０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。引き続き、「２０１９

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、事

前に視聴してもらった、四国各局の金曜夜７時台の県域番組について活発に意見の交換

を行った。 

最後に、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

説明があり、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長  半井 真司 （四国旅客鉄道 代表取締役社長） 

副委員長  柴田 智恵 （有限会社大豊陸送 代表取締役社長） 

委  員  神田 優  （ＮＰＯ法人黒潮実感センター センター長） 

黒笹 慈幾 （南国生活技術研究所 代表） 

床桜 英二 （徳島文理大学 総合政策学部 教授） 

土佐 礼子  （三井住友海上火災保険 陸上競技部 

プレーイングアドバイザー） 

中矢 憲吉 （愛媛新聞社 編集局次長） 

滑川 里香 （一般社団法人マチのコトバ徳島 代表理事） 

西本 佳代 （香川大学 大学教育基盤センター 准教授） 

       田井 ノエル (小説家) 

 

 

（主な発言） 

 

＜ひめＤＯＮ！ 

「新型コロナウイルス全２０市町徹底調査 いま私たちにできること」 

   （総合 愛媛県域 ４月２４日(金)放送）について＞ 

 

○ 明るく希望を感じられる内容でとてもよかった。新型コロナウイルスの感染拡大に

よって苦しい状況と向き合っている事業者が多い中、自分たちにできることを模索し
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て前向きに活動している人々にスポットを当てており、元気をもらった。県内の各市

町の状況について、取材した映像とスタジオのパネルを使って紹介するという工夫が

あり、２５分という短い放送時間ながらメリハリのある構成だった。自治体独自の補

助金制度の紹介も、視聴者に有益な情報だったと思う。西予市では、2018 年の西日本

豪雨災害をへて生まれたつながりを生かし、市役所職員が地元の企業を訪ねて声を聞

くという活動が続けられていることを取り上げていて、胸が熱くなった。松山局のホ

ームページから受け付けた視聴者の声を画面下部で紹介していたことも、時宜にかな

っていてよかった。首藤奈知子アナウンサーは、柔軟にテンポよく番組を進行してお

り、多くの情報をうまくまとめていたと思う。ただ、「２０市町徹底調査」というタイ

トルの、「徹底」ということばはやや大げさな印象を受けた。 

 

○ 新型コロナウイルスに関する放送では、感染者や死亡者の数、外出自粛による経済

活動の停滞など、不安が募るような内容が多いと感じるが、この番組は明るい雰囲気

で好感を持てた。さまざまな業界が苦境に立たされながらも知恵を絞り、現状を打破

しようと奮闘する様子がよく伝わってきた。給食用に出荷する予定だった１０トンも

の愛南町の河内晩かんが、ＳＮＳを通じた人と人とのつながりによって廃棄の危機を

回避したというエピソードでは、生産者の前向きな姿にとても勇気づけられた。西条

市の観光農園について、ナレーションで「経営が危ない」と表現していたが、「厳しい」

という言い方のほうがよかったと思う。画面下部に表示されていた視聴者の声は、番

組を視聴しながらすべて読むことは難しいと感じた。 

 

○ 困っている人の声をただ報告するのではなく、打開策となる取り組みを紹介してお

り、番組全体が前向きな内容でよかった。いちご狩り客の減少により余ったいちごを

冷凍して販売する観光農園やＳＮＳの力で廃棄を免れた河内晩かん、梅シロップなど、

成功事例がテンポよく紹介され、この苦境を乗り越えようという気持ちがしっかりと

伝えられていた。後半の一部の出演者が行っていたスケッチブックに自らの思いを書

くのはとてもよい演出で、出演者全員にやってほしかった。県内各地から寄せられた

さまざまな声を、スタジオのパネルに貼り出していたのも分かりやすかった。首藤ア

ナウンサーと山口寛明アナウンサーは声の抑揚だけでなく、取り上げる話題に合わせ

て表情を変えていた点もよかった。コメンテーターの肩書きと名前は、もっと大きい

字で長い時間表示したほうがよかったと思う。 

 

○ 不安な気持ちにさせられるような内容の番組が多い中、自分たちにできることを懸

命に模索している様子が見られてよかった。感染の拡大を受けて、アナウンサー自身

が取り組んでいることを紹介する工夫に親近感がわいた。首藤アナウンサーと山口ア

ナウンサーが２メートルほど間隔をあけて話していたり、リモートでインタビューを
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行なっていたり、感染拡大を防ぐための対策が随所に見られた。一方、取材で取り上

げていた人のマスクがずれていたり、手作りマスクの販売会が対面方式で行われてい

たりしたことは、見ていて気になった。感染対策については人々の意識が敏感になっ

ているので、取材相手の行動を視聴者がどのように受け止めるかについても十分に考

慮してほしい。テイクアウトができる内子町の飲食店を紹介する活動については、番

組では「サイトを立ち上げて」と紹介していたが、実際に映っていた画面はＳＮＳで

の発信のみだったので気になった。 

 

○ 県内全２０市町への調査や、視聴者からの投稿をもとに、地域や生活に密接した身

近な話題を取り上げていた。「自粛疲れ」ということばが広がっている状況下で、この

ような明るい雰囲気の番組は視聴者にとっては安心して見ることができたと思う。 

 

○ 新型コロナウイルスの感染拡大によって多くの人々が苦境に立たされる中、「いま私

たちにできること」という視点で、当事者に寄り添う前向きな姿勢に感銘を受けた。

番組のセットや首藤アナウンサーの衣装も明るい雰囲気で、見ていて気疲れしなかっ

たのもよかった。 

 

○ 県境で暮らす人々がお互いの文化を尊重しあっていることが、明るい雰囲気ながら

もしっかりと紹介されていてよかった。このような企画を四国４県に広げれば、四国

全体を盛り上げていくことができると感じた。今後に期待したい。 

 

○ 西予市の職員が涙ながらに話す姿が特に印象に残った。西予市や大洲市には、2018

年の西日本豪雨の災害からやっとの思いで立ち上がったばかりの事業者が多くいるた

め、地域の現状を国に訴えるような意見も取り入れてほしかった。画面下部に視聴者

から寄せられた声を表示していたが、番組の映像と同時に見るのはストレスを感じた。

より多くの情報を届けたいという意図は理解できるが、見やすいように工夫がほしか

った。全体を通して、視聴者に前向きな気持ちになってほしいとの制作者の思いが感

じられてよかったが、医療現場や飲食店など大変な状況に置かれている人々の悲痛な

叫びを伝えることも求められていると思う。 

 

（ＮＨＫ側）      

「いま私たちにできること」というテーマは、平日夕方６時台の

ニュース・情報番組「ひめポン！」でコーナーとして展開してきた。

かつてない危機の中、少しでも前向きになれるような取り組みを広

く募集し、全２０市町を取材した。タイトルの「徹底」ということ

ばは、２５分という限られた時間の中でもたくさんの取り組みや
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人々の声を拾い上げたいという制作側の姿勢を込めて付けた。また、

視聴者から寄せられた声をなるべく多く紹介したいと思い、画面下

部に表示させた。これからも感染防止に心がけながら、丁寧に取材

していきたい。 

 

＜とさ金「新型コロナウイルス 暮らしは 経済は」 

     （総合 高知県域 ４月２４日(金)放送）について＞ 

 

○ 番組冒頭の明かりが消えた高知市内の繁華街の映像は、一目で経済状況の悪化が分

かる映像だと感じた。人の移動が減ったことで経営が悪化しているバス会社や、相次

ぐキャンセルで休業を余儀なくされている旅館の状況からは、先の見えない状況に対

する不安や切実な思いがよく伝わってきた。人とのつながりに力をもらったというカ

フェを経営する女性のエピソードや、テイクアウトを実施している飲食店を紹介する

ウェブサイトができたことなど、前向きな話題もあってよかった。高知大学の受田浩

之副学長の話は、番組全体を総括するのにふさわしく、困難な状況を乗り越えるため

に有効なアドバイスだと感じた。視聴者から寄せられた質問に答えるコーナーについ

ては、どのような方法で質問を募集したのか説明がほしかった。高齢者が多い高知県

の実情に合わせ、ＳＮＳやインターネット以外の方法で、人とのつながりを維持する

工夫なども紹介できればよかったと思う。教育や医療など、他の分野についても今後

取り上げてほしい。 

 

○ 全体を通して高知県らしい切り口がなく、残念だった。中止となった「よさこい祭

り」や「まんが甲子園」などの関係者の取材、クラスターが発生した宿毛市の地域経

済への影響、中山間地域の人々の暮らしなど、地元の人の興味関心に応えるような話

題を取り上げてほしかった。地域放送の番組では、全国のニュースや番組で紹介され

るものとの差別化が必要だと思う。飲食店 100 軒へのアンケートについては回答数が

少なく、実態を反映しきれていないのではないかと疑問に感じた。ゲストの「地域の

ネットワークを活用して、生産が必ず消費につながる世界を作ることが重要だ」とい

う発言は、目の前の生活に不安を感じている人が多い中、現実に即していないように

聞こえた。番組名ももっと工夫がほしかった。 

 

（ＮＨＫ側）      

視聴者から寄せられた質問に答えるコーナーは、平日夕方６時台

のニュース・情報番組「こうちいちばん」などで毎日募集を呼びか

けるとともに、高知局のホームページなどでも質問を募ってきた。

回答については定期的に「こうちいちばん」の中で紹介している。
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高知県ならではの切り口が不足しているという点については、放送

日の段階では「よさこい祭り」をはじめ、多くのイベントの開催が

未定だったため、取材をするのが難しかったという背景もあった。

新型コロナウイルスを取り巻く状況は日々刻々と変化しているため、

その都度テーマをしっかり決め、視聴者に伝えるべきことは何かを

考えていきたい。 

 

（ＮＨＫ側）      

全国放送との差別化や地域放送の役割など、非常に重要な指摘を

いただいた。高知から四国全体、日本全体の役に立つような情報発

信を今後もできるように努めていきたい。 

 

＜あわとく「コロナショック どうなる？徳島のくらし・経済」 

 （総合 徳島県域 ４月２４日(金)放送）について＞ 

 

○ 徳島県内の経済が受ける深刻な影響に焦点を当てた内容になっていた。地元の大手

バス会社や、インバウンドを受け入れてきたホテルの関係者へのインタビューを通じ

て、厳しい経営状況や将来への不安が生々しく伝わってきた。事業者を実名で紹介す

ることで、視聴者は新型コロナウイルスによる影響の厳しさが現実味を持って感じら

れたと思う。スタジオでは、さまざまな業種の状況を、パネルを用いながら具体的な

数値とともに紹介しており分かりやすかった。客足が遠のいた飲食店の取り組みとし

て、テイクアウトや通信販売を始めたことが紹介されていたが、特に目新しい点は感

じられなかった。新しい取り組みを取り上げてほしかった。ゲストのコメントは表面

的な印象を受け、残念だった。新型コロナウイルスの影響下での教育問題や災害への

備えなどについても、日々のニュース番組だけでなく、特集番組などにおいてもしっ

かりと掘り下げて伝えてほしい。 

 

○ 県内の苦しい状況がよく伝わってきただけでなく、この苦境を乗り越えようと前向

きに頑張っている人たちを取り上げていた点を評価したい。新型コロナウイルスに関

する暗い話題が続く中、困難な状況を生き抜こうとしている人々の姿を伝えたことは、

多くの視聴者に勇気を与えたと思う。これからも地域の人々の心に寄り添い、地域の

応援団となるような放送局であり続けてほしい。ただしリモートで出演したゲストの

音声が非常に聞き取りにくかった。今後もこのような出演形態が続くと予想されるた

め、不慣れな出演者のサポートを徹底してほしい。全体を通して、県内の今を知るこ

とができるよい番組だったと思う。 
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（ＮＨＫ側）      

徳島県は感染者数の累計が本日時点で５人と、全国的に見ても少

ないが、それでも暮らしや経済に甚大な影響や被害が生じている。

そういった点についてデータなどを交えてふかん的にしっかりと紹

介する番組を制作しようと心がけた。ただ厳しい現実を突きつける

だけではなく、前向きな姿勢や意気込みも意識して取り上げるよう

にした。今後も、毎年県内各地で開催される阿波おどりへの影響な

ど、さまざまなテーマについて継続的に制作していきたい。リモー

ト出演者の音声が聞こえにくかった点については、制作側が十分に

習熟しきれていない面もあり、今後改善を図っていきたい。 

 

（ＮＨＫ側）      

「徳島にＮＨＫがあってよかった」と視聴者に思ってもらえるよ

うな地方局だからこそできる番組制作に今後も努めていきたい。 

 

＜さぬきドキっ！「新型コロナ 医療崩壊は防げるか」 

 （総合 香川県域 ４月２４日(金)放送）について＞ 

 

○ 医療機関における発熱外来の取り組み、医療機関のない離島の現状、検査機関・保

健所の課題、県内企業による遠隔診療用機器の開発などを取り上げていた。東京など

の大都市は医療崩壊の危機に直面していたが、香川県の現状を丁寧に取り上げており、

視聴者の関心に応えられていたと思う。一方で視聴者がＮＨＫの発信する情報に触れ

る機会が増えている中で、視聴者に必要以上の不安や感染者への差別意識を抱かせな

いように、より一層の表現に配慮することが必要だと感じた。単に課題や危機的状況

の紹介にとどまらず、改善策などの前向きな情報もほしかった。出演していた大河内

惇アナウンサーや記者が緊張しているように見え、落ち着かなかった。視聴者の意識

の向上につながるようなメッセージがあってもよかったのではないかと感じた。「医療

政策に詳しい専門家」として匿名の人物が登場していたが、必要性が感じられず、あ

まり適切ではないと感じた。引き続き取材と発信に取り組み、地域放送局としての役

割を果たしてほしい。 

 

○ 高齢化や離島の医療体制など課題を抱える中で、地域の医療崩壊をいかに防ぐかと

いうことを取り上げていて、４月２４日という放送時期を考えると、県民の関心に応

えたタイムリーな内容だったと思う。視聴者の感染予防への意識を高めるような内容

となっていてよかったと思う。わずか半月前の放送だが、すでに社会状況が大きく変

化していて、当然視聴者の必要とする情報も大きく変化していると考える。視聴者の
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関心のある話題を見極めて、状況に応じた発信をしていく必要があると考える。「アフ

ターコロナ」ということばも生まれているが、緊急対策のみでなく、長期的な視点で、

ウイルスと共存する社会の展望や、今後の香川や四国全体のあるべき姿を模索するよ

うな番組の発信に期待したい。 

 

○ アナウンサーの衣装が黒を基調とした暗い感じなのが気になった。新型コロナウイ

ルスの影響を取り上げる深刻な内容だとは分かるが、見ていて必要以上に暗い気持ち

になった。取り上げる内容を考慮しつつ、どう番組の雰囲気を作るかについてはより

検討してほしい。重いテーマにおいても、前向きに感じられる要素があったほうが視

聴者は見やすいと思う。 

 

（ＮＨＫ側）      

香川県では、３月中旬に初めての感染者が確認され、当初より地

域経済への影響についてはニュースなどで多く取り上げていたが、

医療についてはあまり情報が多くなかったため、番組でしっかりと

伝えるべきだと考えた。４月上旬に県内の医療機関にアンケートを

配付したところ、想像していた以上に深刻な実態や医療現場の苦闘

が見えてきた。番組ではその実態を伝えることに重点を置いた。重

いテーマをどのように扱っていくかは、今後検討していきたい。匿

名の専門家に出演してもらったことついては、慎重に検討したうえ

で紹介した。現在いわゆる「自粛疲れ」に社会が直面しているなか、

今後は前向きな話題も取り上げていきたいと思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ２０１９年５月１日(水)のＢＳ１スペシャル「ボクの自学ノート～７年間の小さな

大冒険～」を見た。「自学ノート」の作成に取り組む中学生を取り上げていて、見てい

てとても引き付けられた。小学校の宿題をきっかけに、自分の興味や関心を持ったこ

とについて新聞記事などを切り抜いて感想をつづった「自学ノート」を作成しており、

小学校卒業後も自発的に継続しているという。他人が読んで理解してもらえることを

念頭に、レイアウトなどの見た目も工夫し、丁寧な文字で書き留める様子は本人の人

となりを表しているように感じた。周囲の大人たちが最初は困惑しつつも、熱意に心

動かされ、「自学ノート」の作成に協力していくようになったエピソードが紹介されて

いて、とてもよかった。また「自学ノート」の作成に取り組む息子を、温かく応援し

つつも周囲の子どもたちとの違いを不安に感じる母親の姿が映し出されていて、親子

の関係性、子どもらしさとは何か、画一性を求める日本の学校教育や社会についてな
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ど、さまざまなことが考えさせられる内容でとてもよかった。 

 

○ ４月２２日(水)のサンドのお風呂いただきます「松山 道後温泉編」と、５月１３

日(水)の「愛媛編」を見た。日々の生活の疲れを「お風呂」で癒やしている人は多い

と思うので、多くの人にとってリラックスして見ることのできる内容だと思う。今回

は愛媛の家庭のお風呂を巡っていて、興味深く見ることができた。サンドウィッチマ

ンの２人とゲストが家庭のお風呂に入り、その家族の物語を聞くというシンプルな構

成だったが、とても楽しくて見やすい番組だと感じた。また５月１５日(金)のひめＤ

ＯＮ！「愛媛のお風呂を大調査」は、「サンドのお風呂いただきます」の「番外編」と

銘打って、本編にも出演していたタレントの横山だいすけさんがリモート出演してい

て、首藤奈知子アナウンサーとともに全国放送では伝えられなかった裏話などを展開

していた。おもしろい取り組みだと感じて見ることができた。 

 

○ ４月２２日(水)のサンドのお風呂いただきます「松山 道後温泉編」と、５月１３

日(水)の「愛媛編」、５月１５日(金)のひめＤＯＮ！「愛媛のお風呂を大調査」を見た。

どれもとても人情味があり、心温まる内容でとてもよかった。番組で取り上げた家庭

やお風呂をどのように探したのか、見ていて興味を持った。こういう時期だからこそ

ほっと一息ついて見ることのできる、楽しい内容だった。 

  ５月６日(水)のＢＳ１スペシャル「外出自粛の夜に オーケストラ・孤独のアンサ

ンブル」(ＢＳ１ 後 1:00～1:49)を見た。国内のオーケストラのトッププレイヤーに

よる自宅からの演奏をリモート収録していて、心癒やされるとてもよいものだった。 

５月８日(水)と１５日(水)に放送されたＥテレの「らららクラシック」でも、２回

にわたって「音楽にできること」と題し、世界の第一線で活躍する音楽家の自宅から

の演奏を、最新技術を使ってリモートワークで伝える取り組みなどを紹介していて、

こちらもとてもよかった。 

 

○ ５月１６日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）選「早霧せいな×増

田明美」を見た。２０１８年６月に放送したものの再放送と紹介されていたが、今見

ても興味深い内容だった。Ｅテレで夜の１０時という時間にこのような番組を放送し

ていることを知らなかったので、今後は見てみたいと思った。 

 

○ 「地球タクシー」は、有識者や専門家ではなく「タクシードライバー」という市井

の人の人生観や地域のことなどを描いていて、とても斬新な構成だと感じた。知らな

い土地でタクシーを利用し、ドライバーから情報を収集した経験のある人は多いと思

うので、見知らぬ地を紹介する番組の進行役には最適だといえる。「地球タクシー」と

いうタイトルも壮大で視聴者の興味を引くものになっていると感じた。番組を見ると
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少人数のスタッフで制作しているように見えて、世界の都市を巡る番組としては、そ

の機動力は強みになると感じた。内容を５分にまとめた「５ｍｉｎ．ドライブ」も、

とても内容が濃くて見応えがある。取材対象となるタクシードライバーの選定など手

のかかる部分もあると思うが、今後もぜひ発信してほしい。 

 

○ 平日夕方６時台のニュース・情報番組「ゆう６かがわ」を見ている。視聴者の関心

が高い新型コロナウイルスについて、香川県内の情報を毎日丁寧に取材・発信してお

り、県民の期待に応えられていると思う。ニュース項目の一覧表示の際に、一目で新

型コロナウイルス関連の内容と分かるようなアイコン表示をしていて、よい工夫だと

感じた。「わが家がイチバン！」というコーナーを新設し、自宅で楽しめる情報を発信

しているのも今の時期に適している。四国の各放送局をつないで新型コロナウイルス

関連のニュースをリレー形式で伝える取り組みは、四国のほかの３県の情報を視聴者

が知ることができるようになったという点で、非常に意義のあるものだと感じた。四

国のニュースを伝える取り組みは、新型コロナウイルス関連情報にとどまらず、今後

も何らかの形で続けてほしい。「ゆう６かがわ」では、４月から五味哲太アナウンサー

が新たにメインキャスターを担当しているが、違和感なく進行をしており、安心して

視聴できている。引き続き県民にとって必要な情報を発信し続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）      

新型コロナウイルスによる影響が長期化している中で、視聴者の

状況を考慮した情報発信に取り組んでいる。家庭内でできるさまざ

まな時間の過ごし方を紹介する「わが家がイチバン！」や、休校中

の子どもに向けて県内の学校の先生が勉強の参考になる情報を紹介

する「学びを深掘り」など、視聴者の生活のためになるような発信

に引き続き取り組んでいく。 

 

（ＮＨＫ側）      

「わが家がイチバン！」は、緊急事態宣言下の中でも家の中で楽

しんでもらえるように、という思いのもと、感染対策に十分配慮し

て制作している。「学びを深掘り」はまた子どもたちが休校措置の解

除後に前向きな気持ちで学校に通えるようになってほしいという思

いで制作している。なお、番組を制作する際は、取材相手やスタッ

フの感染症対策に十分配慮している。 

 

○ 感染対策で人々の在宅時間が増えることにより、結果的にテレビを視聴する機会や、

テレビから情報を取得したいというニーズが増えていると思う。若者のテレビ離れが
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指摘されているが、こういった状況下でＮＨＫは公共放送として信頼できる情報や魅

力的な番組を提供することで、多くの人が興味を持って見てもらうきっかけになるの

ではないかと思うので、ぜひしっかりと取り組んでほしい。若い世代はリモートとい

うもの自体への適応力が高く、抵抗感もあまりないと思うので、今後もリモート収録

の活用など新たな技術を取り入れ、今の時代の情報発信に取り組んでほしい。 

 

○ いわゆる「コロナ自粛」でテレビを視聴する機会が増えた人も多いと思うが、在宅

時間の増加に応えるような番組が放送されていると感じる。家でも取り組める「超ラ

ジオ体操」の動画がインターネットでも紹介されているのはよい取り組みだと思う。

Ｅテレでは子ども向けの番組が多く編成され、５月１６日(土)の「映画 若おかみは

小学生」(Ｅﾃﾚ 後 3:25～4:59)の放送もよかったと思う。また「プロフェッショナル 

仕事の流儀」の「特別企画！プロのおうちごはん」シリーズでは、プロの料理人が、

家庭でもできるレシピで自ら調理する様子を収録したものを紹介していて、時流に合

ったよいものだと思った。ただ、レシピで分量がすべて「適量」と表示されていたも

のがあり、もう少し視聴者にとってわかりやすい工夫がほしいと感じた。 

 

○ 「テレビ離れ」が叫ばれて久しい昨今だが、ステイホームでテレビの視聴機会が増

える今こそ、新型コロナウイルス関連の正確で信頼できる報道を行ってほしい。ワク

チンや薬、医療体制についての国際的な情報だけでなく、希望が持てるような前向き

な報道など、多角的な情報発信に期待する。そういった取り組みを行うことが視聴者

の信頼につながり、ふだんテレビを視聴してもらえるきっかけにもなると思う。 

 

○ 大河ドラマ「麒麟（きりん）がくる」と連続テレビ小説「エール」が６月でいった

ん放送休止になることが発表されたり、再放送や再編集の番組が増えたり、出演者の

リモート出演が増えたりなど、新型コロナウイルスによって番組制作にも大きな影響

が出ていると思う。新型コロナウイルスについてのマスコミからの情報発信は、東京

と大阪の情報に偏って提供されている印象を持っていて、それが全国の状況であるよ

うな印象を与えているのではないかと気になっている。一方で、ＮＨＫが行っている

平日午後の時間帯に全国の放送局をつないでローカルニュースをリレー方式で伝える

取り組みは、全国各地の状況や事例を知ることができるとてもよい取り組みだと思う。

また四国では平日夕方６時台のニュース・情報番組の中で、四国の各放送局をリレー

方式でつないでニュースを伝える取り組みを行っているが、非常に有用で参考になる

と感じている。そのほかの時間帯も含め、今後も四国の情報を取りまとめて発信する

枠を継続してほしい。新型コロナウイルス関連のＮＨＫの情報発信について、視聴者

の評価がどうなっているか、調査したものがあれば教えてほしい。 
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（ＮＨＫ側）      

新型コロナウイルスに関わる情報発信についての調査は、東京の

編成局や松山局で取り組んでいる。情報の入手経路やどんな情報に

関心を持っているか、ＮＨＫの取り組みへの評価などについて調査

を実施している。情報の入手経路では、多くの方がテレビから情報

を得ていることが分かったが、ＮＨＫのサービスにおいては、テレ

ビ放送だけでなく、インターネットサイトやアプリを利用して情報

を得ている方が多くいることも分かった。ＮＨＫの取り組みへの評

価では、情報の信頼性・詳細性・安心安全において、相対的に見て

よい評価を得ていることが分かった。新型コロナウイルス関連の情

報発信を通じて、改めて公共放送の役割を再認識していただいた方

も多いのではないかと感じている。 

 

（ＮＨＫ側）      

高松局でも番組の見られ方などについての分析を行っており、新

年度以降は地域のニュースや情報を伝える番組で、視聴率や接触率

が増加している。視聴者の関心の高さがうかがえるとともに、ＮＨ

Ｋからの正確で信頼できる情報発信への期待の現れだと感じている。

地域の放送局として、今後は新型コロナウイルスからの再起を応援

するような放送やイベントなどに局を挙げて取り組んでいく。 

 

（ＮＨＫ側）      

平日夕方６時台のニュース・情報番組の中で、四国の各放送局を

つないでリレー方式で新型コロナウイルス関連のニュースを伝える

コーナーは５月２２日(金)をもって終了する。四国各県では緊急事

態宣言が解除されたこともあり、番組のスタイルを通常に近づけつ

つ、それぞれの県の情報発信に力を入れていく。四国各県の情報に

ついては、各局の平日夕方６時台のニュース・情報番組の中や、「四

国らしんばん」などの金曜夜間の地域放送番組でしっかりと伝えて

いく。今後も視聴者の関心の高い新型コロナウイルス関連の話題を

軸に情報発信していくことに変わりはないが、それ以外の情報とも

バランスを取りつつ、地域の情報を発信していきたい。 

 

ＮＨＫ松山拠点放送局   

番組審議会事務局 



 

４月四国地方放送番組審議会休会のお知らせ 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、４月２０日

(月)に予定していた四国地方放送番組審議会は休会となり

ました。 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ松山拠点放送局 番組審議会事務局 
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