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２０２３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、１３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「２０２３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「２０２３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３月１０日（金）金曜夜７時台の各県域番組を含め、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 取締役会長） 

副委員長  三好 賢治 （伊予銀行代表取締役頭取） 

委  員  阿部 和孝  （松山市農業協同組合 代表理事組合長） 

金行 亜弥 （愛媛新聞社 論説委員室委員） 

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) 

前本 千恵 （三浦工業株式会社  

ミウラート・ヴィレッジ（三浦美術館）学芸員） 

三木千佳子 （徳島県邦楽協会会長） 

皆見 信博 （パラ卓球選手） 

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） 

 

＜ひめＤＯＮ！「“避難所生活”で考える～南海トラフ巨大地震～」 

（総合 ３月１０日(金)）について＞ 

 

○ 松山局の小野文明アナウンサーが実際に１泊２日の避難所生活を体験し、行動を時

系列に沿って説明していたため、避難所生活を身近に感じることができた。特に防災

士の木藤容子さんが参加者の持ち物チェックをしている場面では、避難所の環境や季
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節に対応できるように半年に１回は防災バッグを点検することが大切だと感じた。避

難所生活では２１名の参加者がいたが、女性の防災士が参加者をまとめており、その

活躍に焦点が当てられていたのがよかった。災害が起きたとき、行政や消防、警察の

共助には限界があり、防災士が地域の防災にとって重要な存在であると実感した。ま

た愛媛県は防災士の数が日本で一番多いと新聞で読んだが、なぜ防災士が多いのか気

になったため、今後取材をしてほしい。瀬戸内海に津波が発生することは知らなかっ

たため、大きな気づきになった。ほかの３県で放送した防災に関する番組も今後四国

域内で放送してほしい。 

 

○ 瀬戸内海は地震発生から何時間もたってから津波が来ることを初めて知った。津波

のシミュレーション映像は、実際の景色と合致していたため、子どもは恐怖を強く感

じるかもしれないが、津波の危険性や安全確保の重要性を理解するきっかけになると

も思った。小野アナウンサーが避難所生活を実体験した映像からその大変さが十分に

伝わったと思う。南海トラフ巨大地震を取り上げているため暗くなってしまうテーマ

だが、丁寧にその課題に向き合っていたことで、視聴者に勇気を与えていたと思う。

東海大学の安部美和准教授は、熊本地震の避難所での実際の取り組みや経験に基づく

説明をしていたため、非常に説得力があった。今回のように統計に基づく地震の被害

予想を具体的に伝えることは重要だと感じたため、今後も視聴者の防災意識を高く保

つようなコンテンツや情報を伝え続けてほしい。 

 

○ 避難所生活を体験している映像は、不自由さをよく感じられたと同時に、防災士の

木藤さんのアドバイスがとても参考になった。また老若男女がバランスよく参加して

いたこともよかったと思う。避難所生活の映像を、スタジオの安部准教授が解説で補

足していたのがよかった。発災からの出来事を時系列に沿って紹介していたため、何

時間後にどの地域でどれくらい大きい津波がくるのかをイメージしながらみることが

できた。木藤さんが参加者の持ち物チェックをする場面があったが、実際に避難した

際も行うのか気になった。続けて放送されていた「四国らしんばん」への流れが非常

にスムーズで内容もまとまりがあり、違和感なく視聴できた。四国４県で防災につい

て考えるという趣旨だったため、ほかの３県の防災番組の紹介があると、「ＮＨＫプラ

ス」の誘導にもつながると感じた。 

 

○ 番組冒頭で「南海トラフ巨大地震の２０年以内の発生確率が６０％」という情報を

地震のシミュレーション映像とともに紹介していたのは、震災に対する危機意識を喚

起させるのに効果的なオープニングだったと思う。小野アナウンサーが避難所生活を

自ら体験してリポートしており、特に寝床や食事に対して感想を述べていた場面では、

ことばや表情から避難所生活の困難さが十分に伝わり、自分事として捉えることがで
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きた。発災から避難までの様子、避難所設営やほかの参加者の様子などを伝え、その

映像に熊本地震の避難所生活を実際に経験した安部准教授がアドバイスをするという

構成は、説得力がありわかりやすかった。瀬戸内海で津波被害が出ることを知らない

人も多いため、継続的な注意喚起が必要だと感じた。また、画面のＱＲコードから地

震による被害想定を見ることができたが、番組でもその紹介があるとよかった。 

 

○ 南海トラフ巨大地震が発生したという設定で、避難所生活をシミュレーションして

おり、どのような場面で何が足りなくなるのかについて想像力を働かせながら見るこ

とができ、防災意識を高めるのに効果的な構成だったと思う。特に木藤さんが参加者

の持ち物チェックをする場面では、参加者だけでなく、視聴者にとっても防災バッグ

を改めて見直すきっかけになったと感じる。自治体が定める避難所以外に、地域住民

が避難所を開設することが紹介されていたが、女性や子どもの視点を取り入れるため、

避難所運営に若い世代が積極的に関わることが理想だと感じた。一方で現代は共働き

の世帯が多く、子育てをする世代の参加が難しいと思った。そうした若い世代の声を

いかに避難所運営に生かしていくかは今後の課題だと思った。南海トラフ巨大地震に

ついて取り上げていたが、全体的に堅苦しくなく気軽に見られる雰囲気だったのがよ

かったと思う。 

 

（ＮＨＫ側）      

防災を自分事として捉えるにはどうしたらよいか議論した結果、

実際に避難所生活を体験するというテーマになった。また、避難所

生活をどこまでリアルなものにするのか、どこで番組として線引き

するかなどのリスク管理については、複数の専門家に意見をきいて

制作した。西条市を舞台にしたのは、津波被害に加えて地盤沈下な

ども起こり、愛媛県で一番被害が大きいと想定されているからだ。

また、瀬戸内海は地震が発生してから津波の到達まで時間がかかり、

避難所生活が落ち着いた頃に津波がくるということを訴えたかった。

愛媛県では教育機関等で積極的に防災士の資格取得を推奨している

ため防災士が多いといわれている。今回、防災士の知識を避難所生

活に生かして番組制作ができたのはよかった。避難所の持ち物チェ

ックは実際には行われていないと思うが、番組の仕掛けとして参加

者の日頃の備えをチェックしていただいた。なるべく幅広い世代の

人に参加してもらうため土日に避難所生活を設定したが、若い世代

の参加が難しかった。今後は若い世代を防災の取り組みに巻き込ん

でいくことが課題だと感じた。 
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＜とさ金「南海トラフ地震 そのとき医療は」（総合 ３月１０日(金)）について＞ 

 

 

○ 高知市中心部では最大３メートルの津波が想定され、その後も長期間水が引かず、

約半数以上の病院が孤立する可能性があることを初めて知った。近森病院医師の井原

則之さんの「想像力を働かせて想定外を潰していくこと」ということばが印象的で、

災害対策を進めていくのに大切であると思った。ただ、番組ではまず「高知県災害時

医療救護計画」を説明するべきだったと思う。その後、具体例として２つの病院の取

り組みを紹介することでより災害時の医療体制について理解が深まったと思う。また、

「カギは“総力戦”」の事例として災害医療に関わる医療関係者を増やすことを紹介し

ていたが、医療関係者だけでなく県民一人一人が命を守る取り組みや対策をすること

も、災害時の医療体制の崩壊を最小限に抑えることにつながると思った。県民も総力

戦の一員であると紹介があれば、災害時の医療体制の継続は医療機関だけの問題では

なく、より自分事として捉えることができたと思う。 

 

○ 今回の番組をきっかけに、情報が不足している可能性のある県内の小さい病院でも

災害時の医療体制を知る機会になったらよいと思った。近森病院では、東日本大震災

以降、災害に備えた訓練を継続していることに頭が下がる思いがした。スタジオでは

実際に東日本大震災を経験した東北大学病院医師の石井正さんの説明がわかりやすか

った。特に病院の備蓄は３日分が限度であり、外からの支援を受けるためのアクセス

など実態に即した計画が必要であるという指摘が印象的で、医療関係者にも参考にな

る内容だったと思う。また、「東日本大震災のときに、まさかというよりは、今日がこ

の日だったかと少し冷静になれた」という話からも、日頃の防災訓練が無駄ではない

と改めて感じた。高知局の千野秀和アナウンサーと石井さん、伊藤詩織記者のやりと

りが自然でよかったが、一部ＢＧＭが大きく、出演者の声が聞こえづらかった。 

 

（ＮＨＫ側）      

今回番組に出演した伊藤記者が、３月４日(土)のＮＨＫスペシャ

ル 南海トラフ巨大地震「第１部 ドラマ」（総合 後 7:30～8:48、

後 10:00～10:54）と３月５日(日)の「第２部 “最悪のシナリオ”

にどう備えるか」（総合 後 9:00～9:54）の取材に関わっていたこと

もあり、内容をさらに発展させて高知県の医療をテーマにした番組

とした。東日本大震災の際に医療活動を行っていた石井さんをゲス

トに迎え、お話しいただいたことで、実際に被災したときの状況を

よりリアルにイメージできる奥行きのある番組になっていたと思う。
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指摘いただいた「総力戦」については、医療関係者以外に県民も含

まれていることを石井さんからもお話していただいていたが放送尺

が限られる中、編集の過程でやむなく割愛することになってしまっ

た。また、編集の過程や番組完成後にテレビのモニターなどで番組

の音量を確認していたが、ＢＧＭが大きく出演者の声が聞きづらか

ったという意見は、今後の番組制作に生かしていきたい。 

 

＜あわとく「パパ ママ 子どもが徳島を守る」（総合 ３月１０日(金)）について＞ 

 

○ 日常生活に追われると災害への危機意識が薄くなり、また年月とともに震災の記憶

や防災知識が風化するため、このような防災番組を通年放送していくことが大切だと

思った。ママ防災士の取り組みをテンポよくわかりやすく紹介していたが、特に防災

ダンスは、「姿勢を低く、頭を守る、動かない」というフレーズが繰り返しインプット

されるため、よい取り組みだと思った。また、周りの人を巻き込んだ取り組みが多く、

巻き込まれた人も防災意識が高まっていくのがすばらしいと思った。徳島局の安藤佳

祐アナウンサーの「大げさなことをやる必要はなく、ハザードマップの検索をすると

か、自分の不安な気持ちを周りに打ち明けて周りを巻き込んでいくなどの積み重ねが

いざというときに大切な命を守ることにつながる」ということばで防災へ向き合いや

すくなり、穏やかな気持ちで見終わることができた。また、「四国らしんばん」へのつ

ながりがスムーズで、四国の一体感を感じた。 

 

○ ラジオブースからの放送は、ラジオ番組のようにリラックスして見ることができ、

ママ防災士の瀬戸さんの魅力が十分伝わっていたと思う。津波防災では、親子で避難

場所や避難経路を話し合い、発災時にお互い探すことなく安全に避難をすることが大

切だと思った。旧河道についてはより詳しい説明や徳島県で該当する場所を紹介して

ほしかった。昭和南海地震の体験者の話は子どもにとってよい学習になっていると感

じた。一方で、子どもは大人によって災害から守られるべき存在であるため、子ども

を「防災の主役」と表現する点は疑問を持った。子どもたちは、率先して高齢者や地

域を守る立場にはなく、災害時に自分で考え、安全に避難できる知識と能力をまず身

につけるべきだ。避難グッズについてマザーズバッグをベースに説明していたが、発

災後１週間以上は支援がないことを覚悟して、避難バッグを準備しておく必要性につ

いてコメントがあるとよかった。 

 

（ＮＨＫ側）      

番組の狙いとしてゆったり聞いて気軽に見てもらうことを意識し、

視聴者に語りかけるようにラジオブースから放送することになった。
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また、生放送であることを活用して視聴者からのメッセージを募集

して番組の中で紹介するという構成にした。紹介できなかったメッ

セージは今後ＷＥＢ記事に展開することを検討している。また、マ

マ防災士の会代表の瀬戸恵深さんと一児のパパである安藤アナウン

サーを起用し、子育て世代に番組を届けることを意識した。都市部

である徳島市では地域の付き合いが希薄になっているため、ＰＴＡ

や学校のつながりでママ防災士の存在が大切になっていると思い、

メインに取り上げた。宍喰町では津波が６分で到達するため高齢者

の中には避難を諦める方がいると耳にした。そこで子どもたちの取

り組みによって高齢者も一緒に防災意識を高めるという意味で子ど

もの存在がキーポイントになると思い、紹介した。時間の都合上、

被害想定などの詳しい情報を伝えられなかったため、今後はその点

を踏まえて番組制作にあたっていきたい。 

 

 

＜ゆう６かがわ「とち知り」スペシャル「香川でも備えを！南海トラフ巨大地震」 

（総合 ３月１０日(金)）について＞ 

 

○ 香川県は震災の被害が少ないイメージを持っている人が多いため、昭和南海地震

の際は県内でも犠牲者が出て、全壊する建物があったという情報を伝えることは重要

だと思った。また、瀬戸内海の津波シミュレーション映像は、津波が長時間にわたり

続く様子がリアルに映し出されていて、新しい発見だったと同時に危機感を感じた。

ことばだけでなく、スタジオでのボードを使用した説明や、実験の映像は臨場感やイ

ンパクトがあり、震災の危険性をより強く印象づけることができたと思う。長尾断層

の紹介ではその成り立ちを説明していたが、知らない県民も多いと考えられる中、県

内にも断層があることを意識するきっかけになったと思う。一方で長尾断層について

「今後３０年間に地震発生の確率ほぼ０％」という表現が気になった。地震の対策を

紹介する番組でこの表現は適切でないと思った。また、震災が起きたときの他県との

連携事例を紹介するとよかったと思う。 

 

○ 南海トラフ巨大地震の基礎情報として、シミュレーションに基づいて津波や震度

の具体的な数字を明示していたのは非常によかった。津波については、発災後しばら

くたってから到達するため、避難には時間があり身支度を整えて逃げることができる

点や津波は何度も繰り返し起こるため半日は避難先から戻ってはいけないという香川
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大学の金田義行特任教授の明確なメッセージが印象深かった。香川県では長尾断層し

か見つかっていないが、発見できていないだけで断層はいたるところに存在する可能

性もあると考えられる。断層型の地震もくるというリスクを常に頭に置いておく必要

があると感じたため、地震発生の確率が「ほぼ０％」という表現には疑問を感じた。

どこで起きてもおかしくないということを明確に示すべきだと感じた。３月だから防

災番組を放送するということではなく、常に視聴者の防災意識を高く保つような情報

発信や番組制作をこれからも心がけてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）      

防災の意識が低いと言われている香川県民に瀬戸内海にも津波は

発生するため災害に対する備えが必要であることを知ってもらうと

いうのが番組の狙いだった。瀬戸内海の津波の特徴である発災から

到達まで時間があることや、津波の到達回数が増えるほどその規模

が大きくなるという地域特性を踏まえた解説を心がけた。このよう

な香川県に特化した情報発信や番組制作ができるのは地域放送局の

強みだと思う。また、実際の土地に出向いたり、実験に参加してみ

たりと防災意識の低い方にもできるだけわかりやすく、気軽に見て

いただけるような構成を考えた。さらに番組のデジタル展開にも力

を入れ、番組からＱＲコードで特設ＷＥＢサイトに誘導したり、Ｓ

ＮＳでの情報発信に注力したりした。指摘いただいた長尾断層につ

いては、国の想定で地震発生の確率が０％といわれている以上、そ

の情報をださなければ恐怖感をあおるだけであり、真摯な伝え方で

はないと考えた。ただ、０％であることはしっかり伝えたうえで、

長尾断層以外にも同じような構造を持った断層があることを、もっ

と強調してもよかったとも感じる。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ３月１０日(金)の四国らしんばんでは小学生が高齢者を避難させる訓練について紹

介されていたが、津波が来たときは、各自が逃げるという意識づけをはっきりさせるべ

きであり、子どもたちが高齢者の避難を誘導させるべきではないと思った。実際に津波

が発生した場合、この訓練を意識づけられた子どもが高齢者を気にして逃げ遅れてしま

う可能性や、高齢者を助けられなかった場合に子どもが受ける精神的影響も懸念した。 
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（ＮＨＫ側）      

「四国らしんばん」では黒潮町の取り組みを紹介した。町は犠牲

者ゼロを宣言しており、自分の命を守るため真っ先に避難をするこ

とはもちろんのこと、高齢者の避難をどのように手助けするのかを

課題としている。さまざまな取り組みの１つとして、子どもの手助

けが高齢者の避難に対する意識改革につながるという考え方に基づ

いた訓練について、もう少し補足が必要だったと反省している。 

 

○ 黒潮町には３４メートルの津波が想定されているとたびたびメディアで報道されて

いるが、この数字だけひとり歩きして、地域では観光分野を中心に影響を受けて振り回

されていると感じる。「四国らしんばん」で、３４メートルの津波の高さを松山局の永井

伸一アナウンサーとの比較で表した場面があったが、このように表現する意味があるの

か疑問に感じた。数字を明確に示すことは注意喚起するために効果的な一方で、メディ

アを通じて数字だけがひとり歩きしてしまう可能性もあることを理解し、扱い方に想像

力を働かせてほしい。 

 

（ＮＨＫ側）      

指摘の通り、リアルな津波の怖さを伝える目的で、番組内では３

４メートルの高さを表現したが、それは最悪の事態を想定している

場合のことで、黒潮町の一部地域であることをしっかり説明をする

べきであった。数字の扱い方は今後もきちんと検討していきたい。 

 

○ 最近、卵の価格と肥料代の高騰などを受けて養鶏業を取材したニュースをよく見る

が、この時期は、鳥インフルエンザが流行しやすく、養鶏場に取材をするのは取材者が

鳥インフルエンザを持ち込む可能性があるため、リスクが非常に大きい。鳥インフルエ

ンザの危険性のない夏に取材して、極力その資料映像を使用するなど、この時期にむや

みに鶏舎に入る取材は控えたほうがよいのではないかと思った。 

 

○ 番組で最初に内容やテーマを明示し、その後は何の内容をやっているのか情報がな

く終わってしまうことが何度か見受けられ、途中で興味を持って見始めても内容がわか

りにくいことがあった。今後は何の内容を伝えているのか最後にもう一度紹介するか、

画面上に常にテロップを表示するなど検討してほしい。 

 

（ＮＨＫ側）      

ニュースなどでは、番組の途中から見てもできるだけわかりやす

いように、画面上にマスコットタイトルを入れて番組内容を表示し
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ている。番組構成によっては表示ができない場合もあるが、引き続

き、指摘の点を踏まえて、対応を検討していきたい。 

 

○ ２月２５日(土)、３月４日(土)のギュッと！四国を２週連続で視聴した。以前はさま

ざまなコーナーがあり、よくわからなかったが、今回は大きく２つに整理され、ニュー

スと天気予報でまとめていたため、内容も非常に充実していてよかった。 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 


