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平成２５年３月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 ３月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１８日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

９名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、前回の審議会での答申を受け「平成２５年度四国地方向け地域放送

番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「平成２５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、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った。次に、しこく８

「建築家はやめられない～安藤忠雄７１歳直島に挑む～」と放送番組一般につい

て活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

副委員長   大塚 岩男（（株）伊予銀行頭取） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

植田  貴世子（（株）クラッシー代表取締役） 

加藤 令史（愛媛新聞社編集局長） 

宅間 一之（高知県立歴史民俗資料館館長） 

村上 仁士（徳島大学名誉教授） 

森本 道義（日本青年会議所四国地区高知ブロック協議会会長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜しこく８「建築家はやめられない～安藤忠雄７１歳直島に挑む～」 

（３月１日(金) 総合 後 8:00～8:43）について＞ 

 

○  番組では、安藤忠雄さんの代表的な建築を紹介することで安藤建築の特徴をわかり

やすく説明しており、その集大成として直島に挑むということがよく理解できた。ま

た、番組を見ている中で特に良かったと感じたのは、コンクリート建築の難しさにつ

いて、失敗作を見せながら説明した点だ。コンクリート担当の小川三男さんの「こわ

い」という言葉によって、流し込み作業の時は見ているこちらまで緊張感が伝わって

きた。このような現場の“産みの苦しみ”がなければ、後世に残る建築はありえない
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のだと感じた。番組タイトルが「建築家はやめられない」というものだったので、安

藤さんの生き方と直島の関係が中心なのかと思っていたが、番組の中ではさまざまな

情熱を持っている人物が登場してきて、そのつなぎ役が安藤さんという構成で、関わ

る人の情熱が感じられるすばらしい番組だった。 

 

○  「瀬戸内国際芸術祭 2013」の開幕を直前にタイムリーな番組だった。「ＡＮＤＯ 

ＭＵＳＥＵＭ」を作り上げる過程での、コンクリート職人とのやりとりは、建築家と

職人の対じにより作品が完成度を高めてゆく緊張感を感じさせ非常におもしろい。物

事を極めようとする者の力のあるやりとりで、仕事とはこうあるべきだと感じた。古

民家の中に美術館をつくるという「残し方」に驚きを覚えるが、「次の時代は過去と

つながっている」という安藤さんの言葉を聞くと説得力がある。非常にエネルギッシ

ュな安藤さんの生きざまから、教えられるものが多い番組だった。 

 

○  「ＡＮＤＯ ＭＵＳＥＵＭ」に取り組む安藤さんの、優しさとこまやかな心配りが

伝わってきた。出来上がった建物は、外観は町の建物と調和するが、屋内は未来につ

ながっており、過去現在未来をつなぐ新しい幻想的な空間になっていたと思う。

「時間がたてば少し落ち着く」という安藤さんの先見性ある計算にも感心した。また、

それを言わせたディレクターの鋭い感性も見逃せない。「年齢に後がないからこそ熱

意がわく。昔より“今”を真剣に生きたい」という安藤さんに共感した。 

 

○  建物の中心に、180mm の斜めのコンクリート壁を貫くという極めて異例な試みに対

して、コンクリート担当の小川さんの不安と苦悩がよく表現されていた。建築物とし

ての美の追求と建築物の力学的安定性は矛盾することが多く、そのことは議論された

が放送されなかっただけなのか、少し気になった。はげ山から復活した直島の歴史を

記録した写真集を、ミュージアムに陳列しようと決断したシーンからは、過去から現

代そして未来への流れを大事に思う安藤さんの思いが伝わってきた。７０歳をこえて

も真剣に建築に取り組んでいる姿は大変うらやましい限りである。「ＡＮＤＯ ＭＵ

ＳＥＵＭ」の出来栄えは、自分で直接見てみないと評価できず、この番組を見てぜひ

訪れてみたいという人が多くいるはずであり、その意味での宣伝効果は抜群だったと

思う。 

 

○  日本を代表する建築家安藤忠雄さんの建築にかける情熱や明るい人柄がよく伝わ

ってくる番組だった。「人生、後がないから真剣になってくる」という言葉も心に響

いた。かつては精錬所の島だった直島をアートで再生させようという福武總一郎さん

と手を組み、安藤さんが４半世紀もの長期間、直島に建築の技を注ぎ込んできたこと

を知り、感銘を覚えた。直島やそこで暮らす人々に対する安藤さんの愛情も合わせて
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感じ取れた。視聴者は一度、直島に行ってみたいと思わせられたのではないか。番組

の構成面では、技術的に難しいという斜めのコンクリート壁の制作過程をドラマ仕立

てのような形で組み込んでおり、視聴者がドキドキしながら見入る仕掛けにしていた

ことに工夫を感じた。現代的でテンポの良いＢＧＭも、番組にぴったり合っていた。 

 

○  安藤さんが日本を代表する建築家として海外で高く評価されている理由の一端を

知ることができた。安藤さんは現代人の目線よりも未来の人たちの目線を意識してい

るように感じた。後世に問われる価値のある現代建築とは何かを考えられる人が、次

の新しい時代を築く。安藤さんはまさにそういう人物だと感じた。安藤建築は、難し

い課題を与え、人を育てながら、皆でひとつの建物を作り上げるというもので、根本

に非常に日本人的な人情や心意気があると感じた。“建築物に魂を宿らせる”という

日本的なコンセプトが、安藤さんを世界でも著名な建築家にしたのではないだろうか。 

 

○  安藤さんが「自然の豊かさを際立たせる建築」を志した原点や、建築現場での苦労

や葛藤、建築を通じて伝えたい思いが十分理解でき、そして何よりも安藤さんの魅力

がよく伝わってくる、良い番組だった。また、伊藤歩の語りが無骨な工事関係者や硬

いコンクリ－ト中心の映像を溶かすかのように、彩りを添えていた。ただ、安藤さん

の建築としては小規模なこの「ＡＮＤＯ ＭＵＳＥＵＭ」が、なぜ安藤建築の集大成

なのか疑問を感じた。番組の中に、集大成であることを暗示する語りや言葉が散りば

められてはいたが、安藤さんの建築家人生の原点や代表作と、この建築との「つなが

り」にはあまり焦点を当てておらず、その点がわかりにくかった。 

 

○  安藤さんが７１歳でありながら、情熱を持ってあえて難しいことに挑戦している姿

には感服した。番組の中では、「過去と現在と未来をつなぐ」というフレーズが何度

も出てくる。今さえ良ければそれで良い、といった刹那的な思いがはびこっている現

在において、伝統や歴史を踏まえて、今の自分たちが存在し、またそれは未来につな

がっているということを伝えようとする安藤さんの意気込みが伝わってきた。一方で、

今回の番組の「建築家は やめられない」というタイトルは、少し分かりにくかった。

“好きだから”やめられないのか、“歴史を未来へつなぐ責任があるから”やめられ

ないのか。この番組で一番伝えたかったことをもう少しストレートに、主題として掲

げても良かったのではないかと思う。さらに、番組の構成面では、もっと「直島」そ

のものをクローズアップした方が良かったと思う。現在の「直島」や島民のことをも

う少し知りたかった。直島がどのように復活してきたのかということは描かれている

が、どうしても建築のほうがメインになってしまっている印象が残った。 

 

○  番組の中で安藤さんが語ることばの意味が、映像やインタビューによって少しずつ
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解明されていって、見終わったときには達成感が味わえた。ただ、築 100 年の民家に

安藤建築の“粋”をこめたいという「覚悟」は、相当なものだったと思うので、番組

ではその部分をもっとパワフルに描いた方が良かった。内容自体はとても見応えがあ

ったが、「だから建築家はやめられない」という安藤さんの言葉に簡単にはつながら

なかったので、安藤さん自身の「覚悟」の部分をもっと強調すべきだと思った。 

 

○  島の再生を目指す情熱とこだわりが伝わってきた。アートの力で島を再生し世界一

の文化の島をめざす経緯もストレートに伝わってきた。小川三男さんが斜め壁を美し

く仕上げる難しさにちゅうちょする姿に対し、「苦労のあとのない建築は建築ではな

い」と言う安藤さんと職人とのやりとりのなかに、安藤さんの哲学の一端も見えた。

最後に完成した「ＡＮＤＯ ＭＵＳＥＵＭ」は、現代と過去をつなぐ建築をやりきっ

たものとして描かれていた。ただ、１００年という素晴らしい文化をもった民家を壊

してコンクリートの壁を中心に建設したことに少し違和感があった。壊している様子

を放送することにも疑問を感じる。その点で、地域の人々の目にこの建物がどのよう

に写っているのかが気にかかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

         民家を壊して建物の内部を変えることについて、安藤さん自身も外 

観をすべて変えてしまうことはその建物の雰囲気を壊すことになると

考えており、建物の持つ雰囲気を大切にしながらも自分なりの建築を

作りたいという思いで「ＡＮＤＯ ＭＵＳＥＵＭ」を建設されたのだ

と思う。 

 また、直島そのものの歴史や現在を背景としてもう少し盛り込んで

はどうかというご指摘に関しては、番組を制作する上で悩んだ部分で

もあり、もっと詳細に盛り込むことができれば良かったと思う。 

         今回の建築の“粋”がどこにあるのかをもっと詳しく描ければ良か

ったと感じている。「光を大事にする」「古いものをうまく生かす」

といった安藤さんが長い間積み重ねてきたものを「狭い住宅」でつく

るという点をもっと強調できれば良かった。 

また、もっとパワフルに安藤さん自身の活動や思いを描いてほしか

ったというご指摘があったが、今回の番組は少し安藤さんの“言葉”

に頼りすぎていたところもあったかと思う。小川さんと相対したとき

に、もう少し踏み込んで描くことができれば、さらにパワフルさを伝

えることができたのかもしれない。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○   ２月８日（金）放送の新日本風土記「高知 神々と棲（す）む村」（ＢＳプレミア

ム 後 9:00～9:59）を視聴した。高知県独特の「いざなぎ流」という、非常に複雑

で膨大な内容をもつ民間信仰を取り扱っている作品だった。「いざなぎ流」自体に深

入りすると、専門的過ぎて一般視聴者がついていけなくなる恐れが大きく、また、あ

まりにも抽象化した紹介では「いざなぎ流」の固有性やおもしろさが伝わらない。扱

いの難しい題材だったが、「いざなぎ流」の基本知識を一気に説明するのではなく、

エピソードに絡めながら小出しにしていく演出がうまいと感じた。特に「くじ」に見

られる神との対話の部分をナレーションでじっくり説明していた部分はわかりやす

かったし、いざなぎ流の「肝」をつかんでいたのではないか。こうした特殊な地域に

埋もれかかっている文化を今後も掘り起こしていってほしい。 

 

○  ２月１０日(日)から４回シリーズで放送した「たべものがたり彼女のこんだて帖」

（ＢＳプレミアム 後 11:00～11:29）を視聴した。ドラマでは、恋人同士や夫婦、

親子がふとしたことで緊張関係になり、あるいは過去を悔やむ展開になる。しかし、

そのつどに、いろいろな料理が出てきて、その料理の意味合いや味わいを知ることが

きっかけで緊張関係がときほぐれていくドラマで、おもしろかった。 

 

○  ２月１５日(金)放送の新日本風土記「別府」（ＢＳプレミアム 後 9:00～9:59）は、

温泉を中心としていろいろな暮らしや、人間模様を描いていて非常におもしろかった。

一遍上人も油屋熊八さんも愛媛の出身で、別府とのつながりなども考えながら見た。

ぜひ「新日本風土記」で愛媛も取り上げてもらいたい。 

 

○   ３月１日（金）四国羅針盤「“近くて便利”が小売りを変える！？」では、セブン

イレブンの四国進出が、地元の既存業界、コンビニ業界はもちろん流通全般に与える

ショックがどれほどのものかを描き、タイムリーな内容だった。また高齢化が進む中

で、四国でのビジネスモデルを日本全体のセブンイレブンの戦略にフィードバックし

ていくとあったが、一方では、高齢化に向けて展開するこうしたコンビニすら、店舗

を出すことができない地域があるということを考えると、複雑な思いもする。こうし

た事情を継続的に追いかけて、地域の経済史につながる番組を制作してもらいたい。 

 

○  ３月８日(金)の四国羅針盤スペシャル「巨大地震から“いのち”を守れ」（総合 後

7:30～8:43）を視聴した。四国各県で想定される問題が具体的に示されており、取り

組むべきことがよく分かる内容だった。東日本大震災から２年がたつが、こうした防

災意識を醸成していくことは非常に意味のあることだ。今後、科学の力によってより
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具体的になってくる事実もあると思うので、こうした防災に資する番組を継続的に制

作してもらいたい。 

 

○   ３月８日(金)の団塊スタイル「長寿の秘けつは肉食にあり」を視聴した。この番組

は、シルバー世代を対象にしているが、悲観的でなく明るくておしゃれで、これから

起こってくる問題に対する解決策というのを必ず見せてくれるので、日頃からよく見

ている。今回は、「新型栄養失調」をテーマに取り上げており、肉食が始まったから

長寿になってきているということを分析して紹介していた。ゲストのジュディオン

グさんも華やかで良い。年齢を重ねてもおしゃれをして楽しく元気に生きたいと思え

るような番組を今後もつくってもらいたい。 

 

○  ３月１０日（日）のＢＳ１スペシャル ＴＨＥ ＮＥＸＴ ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ 

巨大地震 第１部「３．１１ 巨大地震～明らかになる地殻変動～」、第２部「“大変

動期”最悪のシナリオに備えろ」（ＢＳ１ 後 7:00～7:50，後 8:00～8:50）は、最先

端の研究を映像とコメントで紹介しており非常に役に立つ内容だった。特に、検証だ

けでなく、東日本大震災が起こってからの地震のメカニズム、南海トラフの巨大地震

のことなどを、科学的にとらえていて、ぜひたくさんの人々に見てほしい番組なので、

再放送をお願いしたい。 

 

○   ３月１７日(日)放送の、明日へ－支えあおう－証言記録  東日本大震災「福島県葛

尾村～全村避難を決断した村～」が非常に印象に残った。東京電力福島第１原発から

20～30 キロ前後の圏内にある小さな村葛尾村が、情報の乏しい緊迫した状況下で、

村民の命を最優先として震災発生３日目に、村独自の全村避難を決断した経緯を追う

とともに、家畜の飼育のため残留の道を選んだ畜産農家の苦悩を浮き彫りにしており、

原発災害の罪深さと安全神話の「つけ」をあらためて痛感させられた。今回の事故ま

で「原発安全神話」が喧伝され続け、葛尾村には原発災害対策がなんら用意されてい

なかった。この事実を役場関係者の証言で明らかにし、国の長年にわたる原子力政策

の不備を如実に示した点も高く評価できる。原発事故による放射能のため、手塩にか

けた牛を餓死させたり、殺処分したりせざるをえなかった畜産農家の肉声からは、原

発事故への憤りはもちろん、国の対応の遅れに対する怒りが存在感を持って伝わって

きた。震災の風化が言われる中、震災から２年たっても、「放射能汚染により家族が

分断され、帰村の見通しも不透明」という葛尾村の人々の苦しみが番組に凝縮され、

被災地以外の視聴者の心を打つドキュメンタリーになったと思う。 

 

○  平日の深夜に放送している「ＮＥＷＳ ＷＥＢ ２４」で、ツイートが画面上に次か

ら次へ表示されて、そのツイートを受けながら、キャスターの橋本奈穂子アナウンサ
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ーと、若い世代を意識して人選されているナビゲーターが時流のニュースを取り上げ

ている。ツイートはテロップに表示されて、２人が追いかけながら論じ、時にはツイ

ートを無視して話が進んでいくのだが、なかなかこの仕組みになじめず、番組に集中

できない。 

また、土曜日に放送している「着信御礼！ケータイ大喜利」も同様に、若い世代に

向けて制作している視聴者参加型番組だが、これについても一部の視聴者とスタジオ

だけが盛り上がっている感じがして、いまひとつ溶け込めない。 

情報化社会のいわゆるデジタルネイティブの人たちはこの番組をどう見ているの

か気になる。また視聴者参加型番組というのは、今後の新しいテレビのあり方を感じ

させるので、今後どのように定着していくのか非常に興味深い。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ＮＥＷＳ ＷＥＢ ２４」のナビゲーターは、次の時代を担う論客

ということで比較的若い世代から選んだと聞いている。また、画面

上に表示されるツイートに関してはさまざまな意見があり、論じ合

うことを中心に聞きたいのに文字が出ると邪魔になるという意見

が、高齢者の方を中心に寄せられている。一方で、ツイートをきっ

かけに他の人の受け止め方に想像を膨らませていくという面もあ

るのではないか。番組では、比較的若い世代を視野に入れて、この

ようなスタイルで放送している。 

 

○ 「ＮＥＷＳ ＷＥＢ ２４」はツイートが画面に表示されることで、自分の言いたい意

見も代弁してくれているようなところもあって見ているとおもしろい。今後に期待で

きる仕組みではないだろうか。 

 

○   毎週土曜に放送している「特盛り！テストの花道」は，高校生対象の番組だが、大

人が見てもおもしろく実用的な番組だ。この番組に出演している高校生がとても生き

生きしていて、若い人たちに対して良い印象を持つことができる。ぜひこれからもこ

うした番組を続け、若い人たちを支えていってほしい。 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２５年２月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 ２月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１８日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

１１名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２５年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」

について説明があった。引き続き、「平成２５年度四国地方向け地域放送番組編集計画

（案）」の諮問にあたって、説明があり、審議の結果、番組審議会として原案を可とす

る旨、答申することを決定した。続いて、３月の番組編成、放送番組モニター報告およ

び視聴者意向についてそれぞれ説明があった。次に、俳句王国がゆく「福岡県太宰府市」

について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

  

（出席委員） 

 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

副委員長   大塚 岩男（（株）伊予銀行頭取） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

植田  貴世子（（株）クラッシー代表取締役） 

笠木 寛治（高松赤十字病院院長） 

加藤 令史（愛媛新聞社編集局長） 

宅間 一之（高知県立歴史民俗資料館館長） 

早川 賢治（帯屋町筋商店街次世代委員会代表） 

村上 仁士（徳島大学名誉教授） 

森 映一 （ＪＡ松山市代表理事組合長） 

          

（主な発言） 

 

＜「平成２５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＞ 

 

○  ＮＨＫは「大河ドラマ」など一部の番組を除き、視聴率を上げることにあまり力を

いれなくてもよいのではないか。一部の人しか見ていなくても、質の高い番組を制作

していってほしい。 

 

○  「大河ドラマ」で、大化の改新の時代をとりあげればおもしろいと思う。とりわけ

天智天皇、天武天皇の兄弟の両方に愛されたと言われる額田王をぜひドラマで描いて

もらいたい。 
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○  クイズ番組やバラエティー番組をたくさん放送する必要はないと思う。最近のＮＨ

Ｋは、ドラマで成功しているし、Ｅテレもとてもおもしろくなっている。若者を意識

しすぎずに、昔からＮＨＫをよく見ている高齢者の視聴者も大切にしながら、現在の

路線を続けていってほしい。 

 

○  バラエティー番組やクイズ番組が増えているように思う。深夜に放送している「時

論公論」といった内容の濃い番組も、多くの人が見やすい時間に放送してほしい。 

最近は時代劇も減ってきているので、高齢者が楽しめる娯楽番組を増やしてほしい。 

 

○   以前、若い世代に番組を見てもらうということを目標に掲げ、さまざまな編成を試

みたいという話を聞いたことがある。実際に、ＮＨＫの番組はバラエティーに富んで

きているし、従来のイメージからも脱却してきたように感じる。一方で、最大の顧客

である高齢者の方の目線を、忘れないでほしい。たとえば、番組表を見ていると“カ

タカナ”を使用した番組タイトルが多い。日本語が持つ美しさを大切にして、番組タ

イトルだけでも分かりやすくするよう考えてほしい。 

 

○   高齢者の生活時間にあわせて、編成を工夫してほしい。高齢者は、朝５時に起きて、

夜９時には寝てしまう。「朝早く起きても、ニュースばかりで見たい番組がない」、

また「夜９時以降にいい番組があっても見られない」という声も聞く。高齢化社会に

なったときにどのように視聴率を上げるかを検討していくべきではないか。 

 

○   日本から世界に発信すること、逆に世界情勢を受信するということを、ＮＨＫには

積極的に踏み込んで取り組み、充実させていってほしい。グローバル化が進み、世界

経済の動きが日本国内の生活にまで影響を及ぼす時代になってきている。一方で、日

本の現在の社会状況は世界の人々にあまり知られていない。また日本人も、世界から

日本がどのように見られているかを、あまり理解していないと感じる。相対的な位置

関係を日本人が真に自覚していないと、選択を迫られる状況になったときに、間違っ

た判断を下したり、危険な状況に置かれかねないことを考えておかねばならない。そ

うした点について報道し、国民に分かりやすく理解してもらうための視点が、ＮＨＫ

には求められているのではないか。 

 

○   総合テレビでは「ＮＨＫスペシャル」に代表されるジャーナリスティックな大型番

組を引き続き充実させてほしい。Ｅテレでも、Ｅテレならではの重厚な番組を期待し

たい。特に、報道番組では、福島や東京電力福島第一原発の事故後について、非常に

立派な番組を制作していたので、今後もしっかりと取り組んでいただきたい。 
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○   今年から来年にかけて、ぜひ「社会保障」の問題を取り上げてほしい。現在、政府

によって「金融政策」「財政政策」「成長戦略」を掲げてさまざまな取り組みがされ

ているが、今度は「社会保障をどのように変えていくか」ということが焦点になって

くると思う。さらに来年の４月からは消費税引き上げが想定され、その背景には社会

保障にかかる費用ねん出といったものもあると思う。日本はある一定レベル以上の、

おそらく「高福祉」と言われる社会保障が必要な社会であり続けるだろう。一方では、

少子高齢化という厳しい状況にある。財源が限られる中で、お金をかけすぎては財政

が破綻し、お金をかけないと格差社会になってしまう。どうバランスをとった政策を

とるのかが、クローズアップされると思うので、財政問題と絡めて取り上げて、消費

税引き上げが想定される来年に向けてひとつの問題提起をしてほしい。 

 

○ 「人にやさしい放送、サービスの拡充」とあるが、過度な字幕の付加は、一見やさし

いように見えて、「人の思考力や想像力などが必要ない」ということになりはしない

か危惧している。 

 

（ＮＨＫ側） 

         字幕というと、「番組編集の基本計画」で述べている、聴覚に障害

のある方がボタンを押して表示させる「字幕放送」と、すべての視聴

者に向けて番組自体に表示している「字幕」がある。ボタンを押して

表示させる「字幕放送」は、聴覚に障害のある方が、すべてのせりふ

を知るために使用されるものなので、この情報を削ってしまうと内容

が分かりにくくなるおそれがある。一方で、すべての視聴者向けに出

している「字幕」は、番組内容の理解促進のために表示させているも

のであり、ご指摘のように、過度にならないような配慮は必要である

と考える。 

 

○  能や狂言、文楽などの古典芸能に力を入れて欲しい。ＦＭで毎週日曜日の朝６時か

ら「能楽鑑賞」という番組を放送しているが、耳だけでなく目で全体を見ることで感

性が育つと思うので、ぜひテレビでも放送してほしい。 

こうした伝統芸能を理解しやすいよう、脚本を現代語に変えてはどうかという声も

聞くが、本末転倒だ。生活の中で作り上げられてきた、日本の誇るべき伝統を理解で

きるよう土壌をつくってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

         伝統芸能を大切にしていくことは、Ｅテレの重要な役割のひとつと
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認識している。視聴者の方の需要に、可能な範囲で応えていきたい。

また、現代語に変えることの是非についてのお話もあったが、放送に

おいても、伝統芸能のすそ野を広げていくことと、造けいの深い方に

本格的に楽しんでいただくことの両方の目的をどのような形で満たし

ていくか、視聴者の方々のご意見を伺いながら、さまざまな工夫を重

ねていきたい。 

 

○   毎週金曜にＥテレで放送している「にっぽんの芸能」は、前半１５分で分かりやす

く伝統芸能について解説をしていて、実際に能や狂言を見に行く際に非常に役に立つ。

もう少し専門的に見たい人は後半の４３分で、しっかり内容を見ることができるので、

バランスの良い番組だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

         日曜の午後９時台、１０時台で、月に１回は能・狂言、歌舞伎、文

楽などの舞台中継の番組「古典芸能への招待」を放送する。金曜の「に

っぽんの芸能」とあわせて、幅広く伝統芸能を取り上げていきたいと

考えている。 

 

 

＜「平成２５年度四国地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○  四国のアスリートを応援するという項目について、選手だけでなく、地元のすばら

しい指導者にもスポットを当ててほしい。 

 

○ 「地域活性化」、「地域の課題を考える」というテーマは非常に大切なので、ぜひそ

うした番組を充実させてほしい。 

 

○   総合テレビの土曜、日曜の午後６時４５分からの「ニュース」が、従来の県内向け

の放送から四国４県向けの内容に変わり、各県のきめ細かなニュースが放送されにく

くなっていると感じる。こうした取り組みは他の地方でも同様に行われているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

         一部の局が、土日の午前中のニュースについては、四国と同様の対

応を始めると聞いている。四国全体のニュースに興味を持っている視

聴者の方もいるので、質を大きく落とさずに四国のニュースを伝えつ

つ、一方で全中発信なども増やしていきたい。 
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○  「防災・減災」は、高知県はもちろん各地の住民の関心が高いテーマだ。ぜひ、深

く掘り下げた番組を制作してほしい。 

 

○   高知県の中ではそれぞれの地域が、その場所に応じた防災計画を立てている。地域

放送でぜひ、そうした草の根の活動を取り上げて欲しい。 

 

○  テレビの進化や、スマートフォンの普及により、いまや日用品スーパーもインター

ネット上に店舗を構える時代だ。そうした環境のなかで、商業施設はどういう役割を

果たしていくのか。日本だけでなく海外にも目を向けて、町づくりのヒントや提言を

する番組があると非常に役立つと思う。 

 

○   編集計画の中で「東南海・南海地震」ということばが使用されているが、巨大地震

の可能性を視聴者に小さく認識させてしまうおそれもあるので、昨年来、内閣府の発

表資料などでよく使用される「南海トラフの巨大地震」という表記にすべきではない

か。 

 

（ＮＨＫ側） 

         被害が想定される地域を想像させるために、「東南海・南海地震」

といった表現を使用しているが、どの表現が最適かを検討する。 

 

○  「四国の暮らしの課題」といった項目があるが、ともすれば地方が課題ばかり抱え

ているイメージがあるように感じられる。これからの社会は、地方にこそ、暮らしの

質が非常に高く充実した時間を過ごせる“暮らしの宝”がたくさんあるのではないか。

２月１１日に放送した、にっぽん紀行「雪峠を越えて、私は嫁ぐ～秋田・羽後～」(総

合 後 7:30～7:55）では、まさしく現実にある日本の文化で、地方が守ってきた宝

として、花嫁道中を紹介していた。こうした文化は、四国各県にもたくさんあると思

う。文明的に見れば東京から劣っているかもしれないが、それを憂うばかりでなく、

地方が底力で守っている日本の文化や、地方が担っている役割の価値を発信すれば、

地方の本当の魅力が伝わるのではないか。 

 

○   香川県は、交通事故による人口あたりの死者数ワーストが続いている。社会基盤も

しっかりしていて、交通標識もきちんと出来ているのに、交通事故が多くて高齢者の

方がたくさん亡くなる。その原因を県警とタイアップしながら解明して、その対策の

一助を担ってほしい。 
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○  諮問された「平成２５年度四国地方向け地域放送番組編集計画（案）」については、

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

番組審議会として原案を可とする答申をしたい。 

 

○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側） 

         答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画について決定し、

３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

＜俳句王国がゆく「福岡県太宰府市」 

（２月３日(日)Ｅテレ 後 3:00～4:00）について＞ 

 

○  俳句と太宰府の町や風物がマッチしておもしろかった。出演者や福岡の人々が俳

句を好きだということが、画面から伝わってきて、とてもほほえましい。バラエテ

ィーに富んでおり、退屈せずに見ることができた。この番組は、俳句をあまり知ら

ない人や、初心者に対して、俳句に興味を持ってもらおうという点が非常によく出

来ている。ただ、２戦目のバトルだけは、主宰の石田郷子さんの句評が飛ばされた

ために、慌ただしい印象になってしまい、残念だった。 

 

○ 「俳句王国がゆく」が各地にでかけていくことで、地域の暮らしや価値観が見える

番組になっている。石田さんのナビゲートにも助けられて、観光に行っただけでは

分からないような、太宰府の魅力をあらためて発見できた。吟行の様子はおもしろ

おかしく描かれており、想像を膨らませながら、地域に根ざした文化を見ることが

できた。俳句で対決というと、勝敗を決める尺度があいまいだという気がするが、

俳句が出来あがるプロセスが大切だと納得できた。「わが町俳句自慢」は参加型コ

ーナーで、会場に一体感が生まれていた。盛りだくさんの番組構成に感心する。俳

句の持つ力を巧みに活用した優れた作りの番組だと思うので、今後も大事に続けて

いってほしい。 

 

○  俳句を全国に広げようという松山ならではのいい番組だ。俳句は、地域の風景や

風土、過去から未来までの無限の時空間を、たった１７文字で濃縮させるという高

度で知的な遊びだと思う。出演者のボキャブラリーの豊富さや、日本語への愛情が

ひしひしと伝わってきた。１時間の番組としてはやや長い印象も受けたが、全国各

地を巡ることで各地の観光ＰＲにもなり、その土地の風土、特に俳句を通した文化

の紹介に貢献しうる番組ではないか。加えて、正しい日本語の復活や、日本語文化
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の発展につながると思う。 

 

○  俳句に興味がなくても楽しめる番組で、好感がもてた。土地と土地に暮らす人々

とも触れあいながら吟行を行ったり、俳句の題材として太宰府の民芸品「木うそ」

まで取り上げており、俳句のすそ野を広げようとする努力がひしひしと伝わってき

た。「わが町俳句自慢」では、特選者のコメントだけでなく、入賞者のコメントも

あれば、もっと広く地域の魅力を紹介できたのではないか。 

 

○  俳句王国が全国各地をまわり、その土地の魅力やそこに暮らす人々の生活に触れ

る構成はよく考えられていて、松山の俳句を全国区に押し上げたと思う。会場に来

た人全員が審査員として参加している点もよい。バトルのテーマとなった「門前町」

「木うそ」は太宰府らしいテーマで、両チームとも白熱して良かった。番組最後の

「小さな子規さん見ぃ～つけた」は子どもが興味を持つように、コーナー時間をも

う少し長くしても良いと思う。 

 

○  全国を巡り、俳句を通して地域を発見するという番組は、優れた俳人を出した松

山にある放送局ならではのものであり、地元として誇らしい。「吟行」「即吟」「句

会」という組立で、間に「わが町俳句自慢」をはさむ構成もよい。「即吟」は３分

間での句作ということで緊張感もあり効果的である。司会の博多華丸・大吉さんと

塚原愛アナウンサーの司会も軽妙で、肩がこらない番組だった。「俳句甲子園」も

地域にふさわしい大イベントになってきたが、相手を批評するスタイルは時に違和

感を覚えることもある。この番組の俳句“バトル”は、自チームの句を評するスタ

イルであり、嫌味がなく、安心して楽しめた。俳句というのはいろいろな流派があ

り、難しい部分もあるが、松山放送局が長年取り組んできて、良い形となって進ん

でいるように思う。これからも地域の宝である俳句を活かした番組を制作してほし

い。 

 

○  「俳句に興味がある人もない人も一緒に楽しめる」というコンセプトがよく伝わ

ってくる番組だった。初心者にも俳句に親しんでほしいという制作者の意図や工夫

が感じられた。ただ、チーム構成が俳句の初心者とプロの組み合わせで、初心者に

はなじみやすく、参加者の作品の良し悪しを素人なりにあれこれ思いめぐらせるこ

とができたものの、俳句に詳しい方には物足りないのではないかと心配になった。

また、過去の「俳句王国」では、季語の解説など俳句の基本的な知識を学べるコー

ナーがあったと記憶するが、「俳句王国がゆく」はバラエティー性に重点が置かれ、

俳句の基礎知識の啓発的な要素は省かれているように見える。「ワンポイント解説」

のようなコーナーはあった方がいいと思った。 
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○  句会の楽しさを生の反応で楽しむという見やすい番組だった。特に前半は、俳句

だけでなく皆で楽しんでいる風景そのものが頭に入ってきて、会場全体の雰囲気も

良かった。後半に入ってくると、集中して句を見るという仕掛けで、バランスがと

れた構成だった。「俳句王国」という番組から「俳句王国がゆく」になって、バラ

エティー色が強くなった印象があったが、中身は「俳句王国」が持っていた本質を

継承した番組だと思う。 

 

○ 「俳句王国」のすばらしさでもあった生の句会の雰囲気はそのままに、カジュアル

な句会にしているという印象を受けた。「俳句王国」のように時間がゆったりと過

ぎる松山らしい感じはなくなったが、テンポや動きがあって若さを感じる番組にな

り、これはこれでおもしろいと思う。ただ、俳句のレベルは以前の「俳句王国」の

方が高く、すばらしい句に出会う機会が多かった。バラエティーとの両立は難しい

かもしれないが、ゲストや参加者の人選はもう少しきちんと行う方が良いと思う。

おもしろい番組なので、日曜の午後３時に、時々放送するだけではもったいない。

可能であれば毎週放送するか、今のままであれば、「俳句王国」時代の土曜朝１１

時など、もう少し見やすい時間帯に戻してもらえると嬉しい。 

 

○  俳句を詠んだ本人の解説、専門家の評価と素人でも非常に分かりやすくて楽しい

番組だった。デーモン閣下もユーモアたっぷりに番組をもり立てていた。また、視

聴者にも出演者と同じような経験を画面上でさせることで、どう詠むかということ

を考えさせたり、観光という面でも楽しめる構成が良かった。ただ、句の順位づけ

を行うのが専門家でなくても良いのか気になった。 

 

○  ＮＨＫでは「ＮＨＫ俳句」や「ＮＨＫ短歌」といった番組もあるが、それらが投

句された句を主宰が取り上げていくという形で進められる一方、「俳句王国がゆく」

はそれを逆転させて、出来上がるまでの俳句づくりのおもしろさを伝えている。仲

間が寄り合って、一人一人の目の付けどころで句ができあがっていく過程のおもし

ろさを取り上げた番組はほかにないと思う。実際にみんなで歩いて俳句づくりをす

ることで、当日の句会もとても良い雰囲気だった。チーム合戦のように、句をみず

から説明するということには、批判もあるかとは思うが、俳句を作る場では、初心

者も熟練者も対等に意見を出せるのだということを見せていて良い。たくさんの方

が出演しており、番組が出来上がるまでの事前の準備は相当なものだと推察するが、

これほど伝統ある俳句を、楽しくわかりやすく見せるその手腕に脱帽した。長年、

俳句番組に携わってきた松山放送局だからできた仕事だと思う。出来るならば、不

定期な放送でなく、定時番組にしてもらいたい。その力のある番組だと思う。 
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（ＮＨＫ側） 

         俳句の熟練者と初心者が、俳句だけで戦うことができるということ、

加えて全国各地で土地の魅力や人の営みを表現できる手段として、俳

句の持つ力を感じている。正岡子規が雑誌「ホトトギス」の中で、日

記を募集したというエピソードが残っている。それまでの“みやび”

なことばではなく、一般の人が日常を自分のことばで表現していくこ

とにおもしろさや可能性を感じたのだと思う。「俳句王国がゆく」も、

自分自身のことばで俳句を表現していくことに可能性を感じながら

制作に取り組んでいる。 

  松山では、小学生からお年寄りまでが俳句に親しんでいる。年齢に

関係なく交流するツールとして、俳句は有効だと考えている。いろい

ろな年代のさまざまなタイプの方に番組へ出演いただき、俳句で戦っ

てもらいたいと思っている。また、優劣の話も出たが、勝ち負けを決

めて終わるのではなく、戦った者どうし通じ合うことで、友情が生ま

れてくれればという思いも込めて制作している。 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２５年１月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 １月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、２１日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

１１名の委員が出席して開かれた。 

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

それぞれ説明があった。次に、プレミアムドラマ「歩く、歩く、歩く～四国 遍路道～」

を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

  

 

（出席委員） 

 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

副委員長   大塚 岩男（（株）伊予銀行頭取） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

植田  貴世子（（株）クラッシー代表取締役） 

笠木 寛治（高松赤十字病院院長） 

加藤 令史（愛媛新聞社編集局長） 

宅間 一之（高知県立歴史民俗資料館館長） 

早川 賢治（帯屋町筋商店街次世代委員会代表） 

村上 仁士（徳島大学名誉教授） 

森 映一 （ＪＡ松山市代表理事組合長） 

          

（主な発言） 

 

＜プレミアムドラマ「歩く、歩く、歩く～四国 遍路道～」 

（１月２０日(日) BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:00～10:59）について＞ 

 

○  ドラマの導入は、主人公・美砂の語りと歩く姿で、遍路文化に触れる機会が少な

い人にも、歩き遍路がどういうものなのか伝わったと思う。また、小学生が美砂に

花を手渡すラストシーンは、四国のお接待文化を象徴する印象的なカットだった。

美砂の「私は今始めてこの景色を美しいと思った」というせりふには、歩き遍路を

通して自分を見つけ、受け入れて、素直になることができたという思いが集約され

ていた。気になったのは、善根宿の主人・靖子が、一遍路に過ぎない美砂だけを血

染めの池に連れて行くシーンで、そこまで２人の関係性が深まった理由がもっと描

かれていれば感動が高まったのではないか。 
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○  最近、ＮＨＫでは地域ドラマを制作することが多いが、地域色をうまく出してい

くことは難しい。しかし今回のドラマは、お遍路や善根宿といった地域色の強いテ

ーマながら、素晴らしい内容で感動した。地元の人間でも見たことのない愛媛の美

しい風景が印象に残った。また「人は一人で生きていく」というテーマを支える俳

優陣の演技がすばらしかった。特に、いしだあゆみさんは靖子のイメージにぴった

りだった。また、エキストラで参加した地元の人たちも、とても自然で好感が持て

た。何よりおもしろかったのは良司役として音楽担当のチェリストの溝口肇さんを

起用したことだ。とてもインパクトがあったと思う。１時間という短い時間の割に、

丁寧にそれぞれの人物模様を描き、人生への希望まで無理なく織り込んでいて、番

組の制作者の力量に感服した。 

 

○  遍路宿で出会う人たちの身の上話は、うそと真実が見え隠れしておもしろかった。

全体としてまとまった良い番組だった。愛媛県全体をロケ地に使っており、愛媛の

魅力を存分に堪能できた。特に、美砂と靖子の心の交流が印象深く、いしだあゆみ

が演じた女主人は演技に味があった。人間は見えを張るときにうそをつく。個性豊

かな登場人物がつく小さなうその中に、人間の弱さが表現されているように感じた。 

 

○  ３人の遍路と宿の女主人の人間模様を描き、心の交流と再生をテーマとした感動

的な作品になっていた。また、四国の遍路文化が美しい愛媛の風景に溶け込んで非

常に鮮やかに描かれていた。“お大師様”との「同行二人」であることや、お接待

や善根宿といった遍路文化が描かれ、四国の人々の暖かさと思いやりに、心打たれ

る作品となっていた。特にドラマを盛り上げたのは、後半の美砂を中心とした演技

だったように思う。広い一本道を通る途中で子どもが花を差し出すシーンは、新し

い人生の道を見出し祝福された人間の姿が見てとれる印象的なラストシーンとなっ

ていた。 

 

○  美砂が、善根宿の女主人や同宿した遍路のうそと真実に戸惑うことで、他人の悩

みや苦しみに気付き、自分を取り戻し、未来に向かって歩き出すドラマで、大変よ

く出来ていた。特に、カメラワ－クがとても印象的で、カメラの位置をゆっくりと

動かしたりしながら撮影することで、ドラマの進行や主人公の気持ちの動きをよく

表していた。ただ、ドラマ終盤で、美砂が靖子の息子・良司に「どうして愛媛に来

たのですか」と言葉に出して問いかけた場面に違和感があった。良司が答えられる

はずのない問いかけだから、言葉に出さず、ナレ－ションで済ましたほうが良かっ

たように感じた。 

 

○  靖子が真実を語るシーンで初めてこの物語が生きてきて、特に番組後半は見応え
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があった。過去に深い傷を負い、息子を死んだ事にして新しい人生を始めようとし

た靖子こそ、このドラマの主人公と言えるのではないか。美砂が良司に愛媛に来た

ことを問うシーンで、良司が少し困った様な顔をして去っていく演出は効果的だっ

たが、靖子と美砂のやりとりの中に、良司について含みをもたせる様な会話があっ

た方がさらにおもしろみが増したかもしれない。ドラマには、ある程度娯楽性も要

求されるので、前半にこういった含みを忍ばせておいて、視聴者に期待をもたせる

工夫もあった方が良かったように思う。 

 

○  ドラマで地域の魅力を発信するという、地元にとっても大きな意味のある番組だ

った。ロケもすべて愛媛県内で行われており、興味深く視聴した。気になったのは、

すべての登場人物がうそをついているということだ。ドラマの狙いからだろうが、

違和感を覚える。「長くつきあうといい人でいられなくなりますよ」、「人に期待し

たらいかんのよ」などのせりふは、制作者の人生感からくるものだろうが、人のつ

ながりや絆にもっと期待してほしいと思った。また恋人や妻など、登場人物がうそ

をつく原因となった直接の相手とのぶつかりあいのシーンが出てこないので、人と

人との描き方が表面的であるような印象を受けた。 

 

○  四国のお接待の心や秘境的な面を、ややデフォルメして取り上げていた感はあっ

たものの、視聴者を最後まで飽きさせないミステリアスな展開で、味のある番組だ

った。主要登場人物がそれぞれ人に言えない影を持った設定で、心の傷の深い部分

を隠すための真偽取り混ぜた言動が効果的に配された心理劇だった。視聴者は、登

場人物の言動に疑問を抱きつつ、引き込まれていったのではないか。その疑問に対

する答えの一端は、最後にオムニバス的に用意されていたが、明快にすべてを解き

明かしたわけではなく、人生について考えさせながら、前向きな気持ちに導くよう

な余韻のある終わり方も、番組に深みを与えていた。ドラマ終盤、美砂が良司を見

つける舞台となった「新居浜太鼓祭り」は、他県の人にも見応えがある、愛媛を代

表する祭りとの評価から選ばれたと推測され、祭り好きの新居浜の人々を喜ばせた

と思う。 

 

○  出演者の表情が非常に良く、他人に言えない苦労を抱えて虚実入り交じった言動

をとる様が見事に表現されていた。技巧に満ちた伏線の多い作品で、失望や迷いと

いった人間の内面をうまく描いたドラマだった。ただ、こうした伏線がやや分かり

にくいと感じた。またお遍路は弘法大師と一緒に歩いている“同行二人”というこ

とが大切で、それが十分には表現されていないように感じた。奥深い山の大木の茂

った荘厳な寺院を苦労して登るシーンがあったほうが、全国に向けて四国遍路がど

ういうものか示すことができたのではないか。 
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○  メッセージ色の強い、思いのこもった内容の濃いドラマだと思った。しかし、ひ

とつひとつのシーンが完結して終わっている印象で、先の展開への期待感がなかっ

たように思う。ドラマは、画面上で行われていることからさまざまな感情を得るも

のだが、そのために視聴者に伝えるべき情報がやや不足していたように思う。 

 

○  主人公の設定が目新しいものではなく、歩き遍路をするほどの深い悩みとは感じ

られなかった。今回のドラマでは、歩き遍路の苦痛や悩みの深さ、最後に“お大師

さん”にすがる姿などが描かれておらず、実際の四国遍路というよりは、四国の外

から見た歩き遍路のイメージを映像化した“現代的な脚本”という印象が残った。

四国遍路に最も必要なのは“お大師さん”に対する信仰心だ。ドラマでは“お大師

さん”ということばが出てこなくて残念だが、遍路の持つ神秘的な部分や心の動き、

信仰の深さなどを、映像の力や出演者の熱演をもってカバーしているように感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

         ドラマを制作するにあたり、ストーリーの展開やセリフをどのよう 

に置いていくかということで議論を重ねてきたが、ドラマを初めて見

たときに伝わりにくい部分もあったように感じている。一方で、曖昧

なままで含みをもたせたところが、深みを与えるものなのだというこ

とも再認識した。 

今回は愛媛発のドラマだったので、できるだけ美しい景色を求めて

愛媛県内を駆けまわったり、地元の方にエキストラとして出演してい

ただくことで、地域の魅力を発信することができたと思っている。 

“現代的な脚本”というご指摘があったが、まさにそれを狙って制

作したドラマだ。ドラマ制作にあたっては、１年半ぐらい取材をして、

３００人程のお遍路さんとお話をした。本当に歩いたお遍路さんだっ

たら共感できるような細かなところまでリアリティーにこだわって制

作している。また、全国放送のドラマということで、いかにもお遍路

のドラマというものではなく、伝えたいメッセージは変えずに、あえ

て設定を軽やかにすることで、より多くの方に共感をしてもらいたい

という思いがあった。 

         今回のドラマの企画を考え始めたのは、３月１１日の東日本大震災

のすぐ後で、「生きる」ということをテーマにしたいと思っていた。

震災以降“絆”という言葉をよく耳にするようになり、「大事なのは

家族やふるさとだ」ということが言われるようになった。しかし、お

遍路をする人たちは、家族と死に別れたり、ふるさとにはいられなく

なった人が多く、そうした人たちに“絆”とは異なる、伝えるべきメ
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ッセージがあるのではないかと考えるようになった。 「一期一会の出

会いの中で、一人でないことに気づき、また一人で歩いて行く」とい

う遍路文化の中にあるメッセージを四国から発信できればと思い、こ

のドラマを制作した。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  昨年１１月１８日（日）ＮＨＫスペシャル「がんワクチン～“夢の治療薬”への

格闘～」を以前見て、この報道のしかたが良かったのか気になった。番組では冒頭

に、「効果を確認している段階で確立された治療法ではない」と、断ってはいるもの

の、治療法がなく死期を待つしかない患者さんがたくさんいることを考えると、や

はり過剰な期待を視聴者に与えたのではないかと思う。治験の段階での放送は非常

に危険で、無責任な報道と言わざるをえない。おそらく、この番組を見た患者は治

験に加わりたいと思うだろうが、近くに目当ての治験施設があるとは限らず、治験

に加わったとしても実は３分の１の確率でビタミン剤を飲むことになる。そのよう

な状況の下、高価な料金の自由診療を案内する病院や診療所もある。費用対効果の

著しく低い治療が公然と認められると、収益性の高いビジネスとして育ってしまう

ということが危惧されるため、治験中の報道は避けるべきではないか。一方、日本

は圧倒的に輸入薬が多いという事実を報道していた点は評価したい。 

 

○  １２月１９日（水）のプレミアムアーカイブス 外国人が見た禁断の京都「芸妓

誕生」(ＢＳプレミアム 前 09:04:20～09:48:20）が、見応えがあった。アーカイブ

スというのは、当時の時代背景・社会背景といったものを感じながら今の視点で見

ることが出来る。時代分析をしながら、今に至る「人の価値観の移ろい」といった

ものも感じることができるので注目している番組だ。 

 

○  毎週日曜にシリーズで放送している「日本人は何を考えてきたのか」も、これま

での瞬間瞬間で下した判断について、最良の判断だったのか、やむをえず下した判

断なのか、そしてその判断が時代をどう変えてきたのかといった日本のこれまでを

振り返る良い機会となる番組だと思う。 

 

○  毎週土曜放送の「ＳＯＮＧＳ」がとても気に入っており、いつも見ている。アー

ティストの歌だけでなく、歌が作られた時代背景なども織り交ぜながら、その歌の

持つ意味を浮き彫りにしていく分厚い歌番組だと思う。また、ＢＳでは日曜に「Ｓ

ＯＮＧＳプレミアム」と題し、過去の番組を再編集して放送している。これもアー

カイブスとして、歌という視点から歴史を振り返り、その当時の価値観をかいま見
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ることが出来る番組だ。ＮＨＫは民放と違ってしっかり社会や時代を見据えて制作

しているので、アーカイブスという形で改めて番組を見ると、当時発信していたも

のとは違う発信力があるように思う。非常に価値があることなので、ぜひ今後も日々

の映像や番組をしっかり保存して、日本の歴史を刻んで残していってほしい。 

 

○  昨年１２月３１日（月）「第６３回ＮＨＫ紅白歌合戦」(総合 後 7:15～8:55、後

9:00～11:45）に感動した。特に、アフリカのナミビアからの中継では、ＮＨＫの技

術の高さを感じた。また、歌手のバックステージを飾ったＣＧに驚いた。 

 

○  １月６日（日）ＮＨＫスペシャル「父と子 市川猿翁・香川照之」(総合 後 9:30

～10:28）を視聴した。歌舞伎の芸にこだわって妻子を捨てた市川猿翁さんと、父に

捨てられ拒絶された息子・香川照之さんの生きざまを描いたドキュメントだった。

過去の経緯からすれば和解することは難しいと思うが、父と子が互いを思いやる気

持ち、病を乗りこえて歌舞伎の芸を伝承していこうとする猿翁の執念には、胸が熱

くなってしまった。 

 

○  １月９日（水）のクローズアップ現代「アスリートごはん～最新科学が支える究

極の食～」で「アスリート食」が取り上げられていた。その中で、牛やヤギなどの

家畜の初乳を飲むイギリスのアスリートを紹介していたが、日本では分べん後５日

以内の乳を搾取してはならないことになっている。データがまだ足りないので、き

ちんとしたことは言えないと断ってはいたが、「クローズアップ現代」のような影響

力のある番組で、そうした規制のあるものをテーマに取り上げたことに疑問を感じ

た。 

 

○  １月１１日(金)のしこく８ 四国なぞ解き行脚「冬編」を視聴した。四国各地の

うわさやなぞをインタビューで解き明かしていく中に、地域おこしや活性化のヒン

トを求めながら、なぞ解きのヒントを引き出す各局のアナウンサー・キャスターの

力量も見どころのひとつである。しかし、最近はなぞ解きが簡単になりおもしろく

なくなった。なぞが解決するかどうか分からないようなテーマが欲しい。 

 

○  １月１２日(土)の「忘れないで夢を～漫画家やなせたかしと妻・暢（のぶ）～」

はタイトルにあるように夢を追った物語ではなく、どちらかというと愛妻物語であ

るように感じた。もう少し、このドラマのＰＲをしてもらいたい。またぜひ、地元

の高知だけでも再放送をお願いしたい。 

 

○  １月１３日(日)のＮＨＫスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イカ」に非常に
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感動した。圧倒的な映像で、内容も映画のようだった。宇宙へは行けるのに、水深

数百メートルにはまだ神秘の世界が広がっている。このことに着目し、長い年月し

っかりと取材を続け、人類にとって未知の世界を鮮明な映像で見せてくれたことに

感謝したい。 

 

○  １月１４日(月)のアラオを尋ねて（総合 後 1:05～2:18）を視聴した。津波で海

外に漂着した品を届けるという内容で、細かく調査し持ち主をたどっており、非常

におもしろい内容だった。 

 

○  １月１４日(月)のファミリーヒストリー「水野美紀～北の大地、女たちが下した

決断～」は、家族の歴史を北海道から香川までよく調べ上げており、興味深く視聴

した。 

 

○  新年に始まった大河ドラマ「八重の桜」、BS 時代劇「火怨・北の英雄 アテルイ伝」

と、東北をテーマにした 2 つの大型ドラマを興味深く見ている。特にアテルイ伝は、

従来、教科書などにも大和からの視点の記述しかなかっただけに、侵略された東北

の立場から歴史に光を当てて、NHK が放映する意義は大きい。敗者の歴史で資料もご

く少なく、映像化するには時代考証が特に大変だと想像されるが、残り２回も大い

に期待している。初回の冒頭、東日本大震災で被災した現代の東北が映し出され、

大津波で亡くなった郷土史家が残した“アテルイ”に関する論考の原稿用紙を乾か

すシーンから、彼が活躍した古代に移行するという導入のアイデアにも感心した。 

 

○  毎週金曜放送の、猫のしっぽ カエルの手「京都大原 ベニシアの手づくり暮ら

し」を見ている。ベニシアさんは日本の生活の中で、日本の古いものを生活に取り

込んでいる。外国の方の目線でいろいろなものを見せてくれるが、そのとらえ方の

深さにいつも感動している。 

 

○  １月１７日（木）のＮＨＫスペシャル「阪神・淡路大震災１８年 大都市被災 そ

の時日本は」（総合 前 10:05～10:54）が非常にインパクトのある番組だった。名古

屋から大阪、中・四国全部を網羅して、どのような被害が想定されるか地図に落と

し込んでいて、日本の中心部のほとんどが全滅してしまう可能性があることを知り、

非常に恐怖心が襲ってきた。たくさんの警告を発してくれていたが、全てを書き留

めることは難しかったので、部分的にでもじっくりと再放送してほしい。 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２４年１２月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 １２月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１７日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

１０名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、１月の番組編成、放送番組モニター報告および視聴者意向について

それぞれ説明があった。次にしこく８「耐えて花咲く富太郎～時代に愛された植物学者

～」を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

  

 

（出席委員） 

 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

副委員長   大塚 岩男（（株）伊予銀行頭取） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

植田  貴世子（（株）クラッシー代表取締役） 

笠木 寛治（高松赤十字病院院長） 

宅間 一之（高知県立歴史民俗資料館館長） 

早川 賢治（帯屋町筋商店街次世代委員会代表） 

村上 仁士（徳島大学名誉教授） 

森 映一 （ＪＡ松山市代表理事組合長） 

          

 

（主な発言） 

 

＜しこく８「耐えて花咲く富太郎～時代に愛された植物学者～」 

（１１月１６日(金) 総合 後 8:00～8:43）について＞ 

 

○  世界を相手にするような気概を持ち、非常に行動的でもあった牧野富太郎の人生

を切り取り、４３分の番組にすることは非常に難しい作業だったと思うが、よくま

とまっていた。案内役のいとうせいこうさんと牧野植物園の方の話は、番組を理解

するうえで非常に役立った。一方で、東京大学への出入りが禁止となった理由が不

明のままになっている点が気になった。もう少し調査をすべきではないか。 

 

○  番組の中で最も共感したのは、「植物が好き」という自分の気持ちに従って一生

を貫いたということだ。これは植物学の世界に限らずあらゆる仕事にも通じること
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で、好きという気持ちがなければ、社会を動かすような人物にはなれないのだと思

う。また、牧野は子どもの頃に多くの植物と触れあえる環境にあったとのことだが、

自然に親しむ環境を子どもたちに用意することの大切さを改めて感じた。疑問に思

ったのは、タイトルの「耐えて花咲く」という表現で、貧乏であることをタイトル

にするほど強調する必要があったのか。また私も、東大を追放された理由が明らか

にされていないことが気になった。 

 

○  牧野のひととなりを自然にイメージできるような演出が良かった。いとうせいこ

うさんのナビゲートや牧野の描写は端的で、的確だった。牧野には、ベンチャース

ピリットがある。その根底には、植物に対する熱い思いや信念があるのだろう。だ

からこそ、苦境にあっても、新しい発想で研究を進め、独学で得た知識を一般に普

及させていくことができたのではないか。また、牧野の晩年を、土佐の後輩の歌や

家族のコメントで紹介したことが、親しみにあふれた人物像を鮮明にしていた。一

方で、この番組から“不屈の生き方”や“執念”といった息苦しさは感じられなか

ったので、“耐えて花咲く”というタイトルがふさわしいのか疑問を感じた。 

 

○  視聴後、心が温かくなるような番組だった。小学校中退ながら、飽くなき探求心

とバイタリティー、加えてユーモアあふれる魅力的な人柄で幾多の困難を乗り越え、

日本の植物学に比類のない足跡を残した牧野の人生が４３分間に凝縮され、最後ま

で引き付けられた。高知の生んだ“巨人”のエピソードがふんだんに盛り込まれ、

いとうせいこうさんの解説とあいまって、その博学ぶりや偉大さが実感できた。豪

放さと繊細さを併せ持っていたとされるが、豪快さが人生を通観すれば想像できる

一方、目録の丁寧な字やセンスあふれる植物描写が示されたことで、繊細さの方も

理解しやすかった。「学問を一般の人と共有する」という市民科学者の先駆けとも

いえる姿勢にも共感を覚えた。標本を送ったり講師に迎えたりした一般市民に支え

られて借金生活を脱した話も興味深かった。牧野植物園の運営をはじめ、冒頭の市

民劇、出生地・佐川町の人たちの顕彰事業などからは、死後 60 年近くたつにもかか

わらず、高知県民が牧野に寄せる並々ならぬ思いも伝わってきた。なお、サブタイ

トルの「時代に愛された植物学者」は画面にも継続的に出ていたが、マッチングの

点では少し気になった。明治に入って青年期を迎え、日露戦争後の近代化の波によ

り一般市民の向学心が拡大したおかげで研究生活を継続・充実させることができた

点などから導き出したキャッチコピーと想像するが、内容的には一般市民、庶民に

愛された学者であり、「時代に愛された」という表現にはやや違和感を持った。 

 

○  研究一筋で、草花を愛することで激動の日本を生き抜いた牧野の人生は、うらや

ましく、まぶしく感じた。牧野はアイデアマンで、今の時代ならベンチャー企業で
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やっていけるような上手な仕組みを考えていたというエピソードは非常に興味深か

った。また、学歴なき博士に一般の人が親しみを覚えて、草花を愛するようになっ

たところに感動を覚えた。貧乏であることを強調しなくても十分魅力的な人物だっ

たのではないか。また、タイトルでは「時代に愛された植物学者」とあるが、“時

代”ではなく“庶民”に愛された人物だったのではないか。 

 

○  高知の多様な植生のなかで、名前のない植物があることに気がついたり、草花の

ことを知り尽くしたいと思うところが、やはり“天才”であり“革命家”だったの

だと思う。学歴のない牧野が東大の研究室に出入りを許され活躍できたのは、才能・

能力・知識を持った人材を広く求めていた明治という時代の大きな流れを思わせる。

小学生に植物の説明をする風景からは、人や植物に対する牧野の愛を感じることが

できた。全体を通してしっかりとした構成で、うまくまとまっていたと思う。 

 

○  植物が好きという気持ちだけで世界を切り開いた牧野の原点をよく理解できる番

組だった。借金を抱えてもめげずに、研究人生を貫き通したこと、それを支えたの

が家族であり友達であったことが、よく表現されていた。「努力すれば必ず道は開

ける」ということばに共感した。学歴がなくても逆境を生き抜いた牧野の人生その

ものを表したことばではないか。また、いとうせいこうさんの説明はわかりやすく、

彼の起用は非常によかったと思う。 

 

○  牧野は非常にエピソードの多い人物で、４３分の番組の中に収めるのは難しかっ

たのではないかと思う。裏取りが難しい中、史実どおりに表現するのは非常に難し

いので、ある程度フィクションの要素も織り交ぜながら、彼の個性を表に出してい

けば、共感を得る人物像になっていくのではないか。ぜひドラマ化を期待したい。 

 

○  牧野の才能や功績、生きざまを、丁寧に多岐にわたって紹介している分かりやす

い番組だった。一方で、伝え方が教科書的で淡々としていたため、心揺さぶられる

感覚はあまりなかった。牧野は本当に立派な人物だけに、欠陥も含めて赤裸々に丸

ごとその人間的魅力を紹介する番組を制作することは、難しいことかもしれないと

感じた。 

 

○  自らを“草木の精”と言い、植物一筋に生き抜いた牧野の足跡を追っているとい

う点では力作であった。ただ、後輩たちやご家族の方が牧野について語ったり、植

物を植えたりする場面はやや押しつけがましく感じた。また、彼の性格が形成され

ていく“芽生え”の項のエピソードがほしかった。牧野は家庭的には恵まれていな

かったが、そうした環境に耐えた数々のエピソードや、植物だけでなく、科学する
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心を持った好奇心旺盛な少年であったことなど、時を経て大事業をやり遂げる牧野

の独特の性格に強い影響を与えている事柄を、多方面から追求してもらいたかった。

また、牧野が「私の信条」で述べているように、日本人は自らの仕事を誇示するに

足るものを作らねばならないという心意気と、“牧野式”と言われる先駆的な植物

図法や、採集した植物をみずみずしく自然な状態で写生するための「いかし箱」考

案の姿勢など、牧野の妥協を許さない根気強さなどをもっと強調してほしかった。 

 

○  牧野は、植物に対する期待感や驚きを通して好奇心の精神を教えた人ではないか

と思う。そうした人物像を描くには、きれいにまとまりすぎていてやや物足りなく

感じた。明治・大正の新聞などで、“牧野を語っているもの”をもっと調べる必要

がある。資料がないのであれば、牧野の追体験をするつもりで、カメラ目線を牧野

の目線にすれば、いろいろな物が違って見えるのではないか。また、高知といえば

自由民権の牙城である。その思想にひかれたのであれば、植物が好きという思いの

ほかにそれを支える彼なりの精神があったのではないかと思うので、その部分をも

っと追求してみてもよいのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

         ことしは牧野の生誕１５０年にあたる。番組制作を決めた昨年から、

牧野の自叙伝や伝記などを調べて分かったのは、客観的に調査されて

裏付けがある資料が非常に少ないということだ。そうした状況の中、

制作の糸口になるのではないかと考えたのが、満面の笑みを浮かべた

牧野の写真と、彼が若い頃に自由民権運動に参加しているということ

だった。牧野は、明治という時代に対する強い思いを抱いていて、新

しい時代が自分に与えてくれた自由を追求し続けた人だったのではな

いだろうか。東大の追放に至る理由についても、もう少し踏み込める

のではないかという思いもあったが、裏付けが不十分のため番組では

紹介できなかった。牧野の場合、これから、地道な研究がされていく

べき人物で、まずは研究の礎となる牧野像を打ち立てることが重要だ

と考えた。だからこそ、現代の目で牧野を評価してくれる人に番組を

仕切ってほしいと思い、植物に関心もあり牧野を尊敬しているという、

いとうせいこうさんにご出演をお願いした。いとうせいこうさんは良

い媒介役になってくれたと思う。ただ、いとうさんが、牧野をどう思

うのか、案内役という立場を越えて吐露する場面があってもよかった

と思う。牧野は明治以降の近代の中でもまれな、自由奔放な人だった

と思うので、そういった部分をタイトルにも反映すべきだったと思う。     

牧野を描くにあたって、“植物だけではない”という指摘は重要だ。 
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自由民権運動が挫折していく過程で、彼は「植物の世界であれば自由

な研究と交流ができて、新しいものを発見した人が賞賛される原則が

貫かれる」という思いがあったのではないか。牧野は明治の精神の体

現者だったのではないかと思う。ただ、制作者としては、そこまで描

くと、情報過多になりすぎてしまい、見ている方に受け止めてもらえ

ないのではないかという危惧もあった。今後、もっと本格的に掘り下

げていきたいと思うし、そうして語り起こしていくことで、徐々に牧

野富太郎という人物のイメージが広がっていってほしい。おそらく、

今わかっているよりもドラマチックな背景が牧野の人生にはあると思

う。そうした牧野の魅力をもっと鮮やかに描き出せるよう、今後も取

り組んでいきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月２４日(土)の課外授業 ようこそ先輩「世界に届け！幸せの歌～歌手・森公

美子～」(総合 前 11:30～11:52:30）では、被災地から、応援してくれる人たちに

お礼の歌を贈ろうという取り組みをしていた。以前、「東北発☆未来塾」で心のケア

を取り上げていたことがあったが、その中で紹介されていた心の障害を取り除く精

神療法を森公美子さんが実践されていて、非常に感動的だった。 

 

○  １２月７日(金)の四国羅針盤「迫られる“選択と集中”～人口減少 インフラ再構

築～」を見た。山梨県の中央自動車道の笹子トンネルで起きた天井板の崩落事故 の

映像が冒頭に流れて、非常にタイムリーな番組内容だった。過疎が進む場所だけで

はなく、町の中心部の周辺にまで問題は及んでいて、今後深刻化していったときに

どうなるのか考えさせられた。 

 

○  四国羅針盤「迫られる“選択と集中”～人口減少 インフラ再構築～」が、過疎高

齢化と財政難の中で苦悩しながらインフラ再構築の選択と集中を図る愛媛県久万高

原町など過疎地の自治体の状況を浮き彫りにしており、示唆に富んでいた。丁寧な

取材ぶりも印象に残った。 

 

○  １２月７日(金)のしこく８「神さんの山 石鎚〜夏から秋〜」がすばらしかった。

自然の霊気を感じるような美しい映像が満載で、山によって生かされているものの

美しさを堪能できた。石鎚村に残る老夫婦の生活や、村を去ってもふるさとを心の

中にとどめたい人々の思いなど、心に残るシーンも数多くあった。２人しか生活し

ていない今の風景を、記録にとどめ、後世に残していって欲しい。 
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○  しこく８「神さんの山  石鎚〜夏から秋〜」を見た。前回の「冬から春」と同様

に、美しい風景やそこに暮らす人々、石鎚の恵みなどをうまくまとめていた。特に、

山や空、水の中の青や緑、そして紅葉の映像がとても美しかった。ぜひ前回と今回

の番組をひとつにまとめて、全国放送してほしい。 

 

○  しこく８「神さんの山 石鎚〜夏から秋〜」が非常によかった。映像ならではの

美しさがあり、こけむす岩の表面の水滴を映した映像は芸術とも言えるものだった。

もうひとつ気に入ったのは、伏流水が吹き出している川で撮影された産卵期のアユ

の映像で、非常に緻密に生態系の変化をとらえており、どうやって撮影したのかと

感動した。 

 

○  １２月８日(土)の太平洋戦争開戦日に合わせて放送された巨大戦艦 大和「乗組員

たちが見つめた生と死」（総合 後 7:30～8:43）が、終戦直前に海上特攻で海のも

くずと消えた戦艦大和の数少ない生存乗組員に焦点を当て、戦争の無残さを語り掛

ける好企画だった。 

 

○  １２月９日(日)の ＮＨＫスペシャル「ヒマラヤ８０００ｍ峰全山登頂に挑む」

（総合 後 9:00～9:58）を視聴した。日本人の登山家が２１年かかって初めて全制

覇したという内容の番組だったが、カメラマンも命がけの撮影だったのではないか

と思いながら、自分では登ることができない山の神秘的な風景を興味深く見た。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「ヒマラヤ８０００ｍ峰 全山登頂に挑む」（総合 後 9:00～

9:58）がすばらしかった。海外の番組でもこういった番組はあるが、やはりＮＨＫ

が制作する番組の、自然のとらえかたなどに共感できる部分が多いように思う。お

そらく山岳のプロの方を、専門家として雇用しているのだろう。コストはかかるか

もしれないが、そうした人材を確保して、このような番組を制作していってほしい。 

 

○  １２月１６日(日)の選挙報道について、投票が午後８時に終わったが、ＮＨＫでは

５分前から「衆院選２０１２ 開票速報」(総合 後 7:55～１７日(月)前 4:30）を

放送していた。本格的に開票速報が始まる前に、当確の打ち方や、画面の下部にで

る票の読み方などの説明をしており、非常によく分かった。また、守本奈実アナウ

ンサーが、注目選挙区を北海道から順番に説明していたが、メリハリがあり、準備

が十分されていることがよく分かった。感情をこめずに冷静に説明をしていた点も

良かった。 
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○  土曜ドラマスペシャル「実験刑事トトリ」は“実験刑事”という切り口がおもし

ろかった。 

 

○  プレミアムドラマ「そこをなんとか」では、司法試験の合格者が増えてきて、弁

護士も生活が大変だという実情をおもしろく描いていた。 

 

○  毎週火曜日放送のドラマ１０「シングルマザーズ」は、非常に内容の深いドラマ

だと思った。 

 

○  ドラマ１０「シングルマザーズ」は、とてもリアルで、見ていると心が痛むが、

問題の所在がよく分かるドラマだと思う。 

 

○  ドラマ１０「シングルマザーズ」について、非常にメッセージ性の強いドラマだ。

今を生きている女性たちの生きざまを考えて見ていると、シングルマザーの方の現

実を知っているだけに、本当に生々しいドラマだと思った。 

 

○  ドラマ１０「シングルマザーズ」は、ドメスティックバイオレンスや虐待などを

テーマにしていて、ここまで切り込んでいくのかと驚いた。 

 

○  毎週火曜日にＥテレで放送している趣味Ｄｏ楽「彫刻家・籔内佐斗司流 仏像拝

観手引」を視聴した。仏像についてひとつずつ説明をしてくれるので、仏像から仏

教について考えることができるいい番組だと思った。 

 

○  毎週水曜日にＥテレで放送している海外ドラマ「ビクトリアス」を楽しみにして

いる。軽いタッチのコメディーで楽しいドラマなので、ぜひ今後も放送してほしい。 

 

○  Ｅテレの幼児向け番組で、「おかあさんといっしょ」や「いないいないばあっ！」

は非常に子どもを引きつける内容になっており、音楽の作詞作曲や振り付け師の才

能や努力に感服する。大人向けの番組であれば、番組審議会や視聴者から意見を聞

き参考にすることができると思うが、子ども向け番組はそうはいかないと思うので、

幼児心理学に精通している方が番組制作に関わっているのかと思うほどだ。今後も、

こうした子ども番組の充実をお願いしたい。 

 

○  東日本大震災から１年以上たち、ＮＨＫでは東北の復興の状況をずっと取り上げ

ている。四国でも、東北と同様に震災の被害に遭う可能性がある。映像はすごい力

をもっているので、四国のみなさんに防災について考えてもらうためにも、東日本
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大震災に関する番組の制作を続けていってほしい。 

 

ＮＨＫ松山放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年１１月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 １１月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１９日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

１１名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、１２月の番組編成、放送番組モニター報告および視聴者意向につい

てそれぞれ説明があった。次にしこく８「濁れる水の流れつつ澄む」を含め、放送番組

一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

副委員長   大塚 岩男（（株）伊予銀行頭取） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

植田  貴世子（（株）クラッシー代表取締役） 

笠木 寛治（高松赤十字病院院長） 

加藤 令史（愛媛新聞社編集局長） 

宅間 一之（高知県立歴史民俗資料館館長） 
早川 賢治（帯屋町筋商店街次世代委員会代表） 

村上 仁士（徳島大学名誉教授） 

森 映一 （ＪＡ松山市代表理事組合長） 

          

 

 

（主な発言） 

 

＜しこく８「濁れる水の流れつつ澄む」 

（１１月２日(金) 総合 後 8:00～8:43）について＞ 

 

○   種田山頭火に興味がなくても、竹中直人さんが演じることで、自然に番組へ興味

が湧いた。また、山頭火の句はとても衝撃的で、これまで抱いていた俳句のイメー

ジとは全く異なる印象を受けた。写実的だとばかり思っていた俳句だが、山頭火の

句はとても抽象的に、人間の内面を描いている。簡単な言葉、簡単なつづりで構成

されている句の解釈は、読み手の心情にまかされているため、山頭火の句の本当の

意味を知るには、人生におけるさまざまな経験が必要であり、その経験と共に彼の
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句が心の中に入ってくるのではないかと感じた。山頭火に対する興味を呼び起こし、

その句を通して俳句の奥深さを感じることができる、すばらしい番組だった。 

 

○   波乱万丈の生活を送り、悩みを断ち切れず、自分を責め続けてきた山頭火が、“四

国の人の心の暖かさ”に触れ、自分の弱さを素直に受け入れられるようになる過程

がよく伝わってきた。画面の自由律俳句の文字や登場人物、四国の風景、映像にも

丁寧な取材と番組構成の繊細さが感じとれた。山頭火の句に影響を受け、萎える心

を立ち直らせた３人が描かれていたが、俳句が持つ“無限の力”を感じた。 

 

○ “濁った”人生をのたうち回りながら過ごしてきた山頭火が、晩年、自分の人生や

苦悩を見つめながら、四国を旅し、風景や自分の心の中、気持ちの変化を俳句にし

たためてゆく中で、自分を温かく無条件に受け入れてくれる人の優しさに触れ、自

分の弱さと向き合えるようになり、“澄んだ”境地に達してゆく。山頭火の俳句は、

こうした悩みや苦しみ、そしてこれらを解きほぐしてゆく心の軌跡を本当によく表

している。だからこそ、苦悩しながら生きる人々の胸を打ち、心を揺さぶるのだろ

う。テーマ、内容、構成、出演者など色々な面で大変よくできていると感じた。 

 

○  この番組は、山頭火の生き方を掘り下げた番組ではなく生きることに苦しむ現代

の人々に、生きる力を与える原動力となった山頭火の句の力、その山頭火を包み込

んだ四国の空気・人・山々などを伝えているように感じた。「濁れる水の流れつつ

澄む」という句に表されるように、山頭火は四国に来て自分がどんどん澄んでいっ

たという。四国が昔から人の心を癒やす地であったことを感じる。お接待の心が、

生きることに疲れた人の最後の癒やしになっていて、それは四国に住む人たちに昔

から受け継がれた大きな財産であるということを示唆してくれたこの番組は、奥の

深い番組だった。 

 

○  山頭火の俳句に勇気づけられた人たちを紹介し、山頭火の人生を通して、生きる

ことの意味を問うた深い内容の番組だった。山頭火の人生は、挫折と苦悩の人生だ

ったと思うが、“澄んだ自分”と“濁った自分”の二面性を持っていたからこそ、

山頭火や、山頭火の俳句に、人々は共感を寄せたり、興味を持ったりするのだろう。

人生について考えさせられる、すばらしい番組だった。 

 

○  俳句に込められた山頭火の魂が伝わってくるいい番組だった。山頭火の俳句で、

生きがいを見いだした人々の生き方がつづられており、構成も良かった。特に「捨

てきれない荷物のおもさ まへうしろ」という俳句が、印象に残っている。子ども

が親を支えるということは大変なことだと思うが、人生に苦労している人が共感し、
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生き方を見いだすことができたのではないだろうか。また、竹中直人さんが演じる

山頭火は趣を感じることができた。俳句の町、松山にふさわしい番組だった。 

 

○  山頭火の生きざまや現在も色あせない作品の魅力を、竹中直人さんと全国各地の

山頭火ファンによる巧みな構成で立体的に描き出していた。山頭火の句をキーワー

ド的に使い、山頭火の句に励まされ人生の苦境を乗り越えてきた人たちの思いも交

えつつ、句の深い意味を解説して、山頭火の心境の変化や代表句が自然と理解でき

るよう展開している。終えんの地・一草庵を今も訪れる人が絶えない理由もよく分

かった。山頭火を心のよりどころにしているさまざまな境遇のファンのオムニバス

的な物語も心に響くものがあった。人間の弱さを背負いながら心の向くまま生きた

山頭火が、晩年の四国遍路で四国人の温かさをかみしめ達した境地は、四国の美し

い風景をちりばめた映像で描かれ、印象深い番組になったと思う。山頭火の句作に

かける思いも伝わってきた。竹中直人さんの山頭火は、はまり役で、制作者の眼力

を感じた。最後に、山頭火の遺作でその人生の集大成を言い表したともいえるタイ

トルの意味が明快になり、まとまりもよかった。 

 

○  さまざまな人生と山頭火の俳句を結びつけて描くことで山頭火の人生流転とその

自由律俳句の特徴がよく表現されている。それぞれの人生が紹介されたとき、それ

ぞれの俳句がピタリと合ってくる。波乱に満ちた暮らしのなかで、安寧を求める心

と虚無の間で作られた句が、よりどころを求める人々の心を強く打つのかもしれな

い。裕福でもない、飾り気もない、質素でただ真心だけがある“人と人とのつなが

り”に、山頭火は自分が探していたものを見つけたのではないか。そこにお接待の

心があることがうまく表現されている。企業経営において、社員のなかにあるさま

ざまな葛藤、悩み、心の病などについてどう対応すべきか、示唆に富む番組だった。

出演の人々が実名である必要があるのかについては疑問を感じる。 

 

○ “今を生きる人”に山頭火の句を重ね合わせ、その人たち自身に、山頭火の句を語

らせた構成がすばらしい。番組の中で取り上げられていたそれぞれの人生や思いは、

山頭火の句とともに、多くの人の心に届いただろう。メッセージ性があり、非常に

充実した４３分間だった。番組の最後に、竹中直人さんが自身の言葉で山頭火につ

いて語るシーンがあった。どの言葉も表現としては正しいのだが、竹中さんの言葉

に集約されてしまうことが残念だと思った。引き込まれてしまうような番組内容だ

ったので、番組を見た人それぞれに抱く思いがあったのではないか。「濁れる水の

流れつつ澄む」という句の余韻を静かに楽しむことができるような、またはテレビ

の前で感じる個人の思いが主役になれるような演出の方がよかったと思う。 
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○  山頭火という人物と、その句が、多くの人の心を揺さぶり、ひきつけ、癒やしを

与える。人生の生き方まで変える句の重さに驚きと感動を覚えた。番組で取り上げ

られた人々の生き方には、俳句の持つ力がにじみ出ていて、非常に説得力があった。

特に、「だまって今日の草鞋穿く」という、うつ病の方の出勤姿は、山頭火の澄ん

だ境地に通じるものが現れているようで、感動的なシーンだった。竹中直人さんが､

放浪の俳人にふんして山頭火の足跡をたどる。姿を変えると山頭火の魂を､そして人

間・山頭火を見つめて、低く渋みのある声で語る。加えて静かな落ち着いた雰囲気

を醸し出す山田敦子さんの語りによって、作品全体に「濁れる水の流れつつ澄む」

の句に通じるものを感じることができた。生きることに悩む人々、苦境の中に生き

る人々が多い時代で、山頭火の生きざまや句との出会いが、その人の人生に大きな

影響を与えている。この番組に触れたことによって､山頭火の生きざまや魂を求め、

前途に明るさを感じ、生きる力を得る人もいるのではないか。 

 

○  番組で取り上げた方たちの俳句の解釈に心打たれた。自分が納得したうえでの思

い至った解釈で、説得力があった。山頭火の俳句のすばらしさは、俳句になじんで

いない人にこのように深く理解されるところにある。うつ病の方が出勤するときの

句「だまって今日の草鞋穿く」には、今自分がここで生きるという禅の真理が山頭

火の俳句から伝わったことが表現されいて、驚いた。そして、最後に現代の雑踏の

中に去っていく山頭火の後ろ姿は、山頭火が「行乞（ぎょうこつ）」に出立すると

きの後ろ姿の写真とだぶらせたもので、味な演出だった。誰も振り返らないところ

に、松山という風土の、何者も受け入れて奇異としない一端もかいま見た気がした。

山頭火の俳句が、現代の人に共感と力を与えることができるということを、強く訴

える番組になっていた。なぜ、山頭火の句は、時代を超えて受け入れられるのか。

山頭火は禅宗の門をくぐり、自殺した母の成仏を願って「行乞（ぎょうこつ）」と

いう禅の修行のために放浪の一生を選ぶ。山頭火の俳句が人の心を打つのは、苦難

を経ながら禅の悟りへの路を歩き続けた「求道心」が俳句のバックボーンになって

いるからではないだろうか。山頭火を語るとき「行乞（ぎょうこつ）」という禅の

修行に生きたことは外せないと思うし、そのような視点から山頭火の現代人に発す

るメッセージを解明する番組もぜひ作ってほしい。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

         今回の番組を制作するきっかけは、山頭火が最後まで暮らして亡く

なったという一草庵を訪れたことだった。今もなお、一草庵にはたく

さんの方が訪れる。さまざまな悩みを抱えた人々はなぜ山頭火にひか
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れるのか。悩みや生きづらさを抱えている人が多い現代にあって、山

頭火が受け入れられている理由を掘り下げて番組を制作してみたいと

考えた。 

         今回の番組で出演していただいた３人の皆さんの生き方は、生きづ

らいと感じていても、山頭火の俳句のように、きっかけさえあれば自

分の人生を肯定して生きていけるのではないかということを象徴して

おり、番組のテーマを印象づけてくれたと思う。 

         「濁れる水の流れつつ澄む」という句を詠んだように、山頭火の悩

みを受け入れて、癒やす力が四国にはあるのだと取材を進める中で実

感した。奇異なところがあったとしても、特に気をつかうこともなく

普通に受け入れてしまう温かさが四国四県には共通してあり、山頭火

が四国に来た理由もそこにあるのではないだろうか。現代の悩める人

たちが、立ち直るきっかけになれば良いと思うし、ぜひ全国の方にも

見ていただきたいと思っている。 

 

○  番組で取り上げている３名の人物が、重要な要素となっているが、当初から、彼

らの存在を知っていて構成を組み立てていったのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

                  現代の人たちで、山頭火に関心があり、励まされたり勇気づけられた 

     りして人生立ち直った方を取り上げたいという考えは当初からあっ 

た。そういう人々を探しながら、番組の構成を考えていった。 

 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月１９日(金)の「東北発☆未来塾」で「心をケアするチカラ」をテーマに、

がれきを楽器にして音楽を奏でるという取り組みを紹介していた。がれきを恐れな

い、がれきで楽しい音楽ができるという、心の障害にならない教育について興味深

く見た。 

 

○  １０月２７日(土)ＮＨＫスペシャル メイド・イン・ジャパン 逆襲のシナリオ

第１回「岐路に立つ“日の丸家電”」（総合 後 9:00～10:13）をおもしろく見た。経

営者として勉強になるところがたくさんあった。 
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○  １０月３１日(水)の「Ｒの法則」で女子高生を２組に分けて手帳を作らせる企画

があった。プロの出版社でも思いつかないような、さまざまな新しい発想で、高校

生に手帳を作らせていて、おもしろく見た。 

 

○  １１月２日(金)四国羅針盤「南海地震の前兆をつかめ～在野の地震研究者の挑戦

～」は、地域の防災会長をしながら一生懸命研究をしておられる在野の研究者を取

り上げた番組だった。とても立派な活動をされていると感じた一方で、地震の前兆

として提起されていた「すず波」について、その裏付けがどのようになされている

のか、さらに詳細な資料や分析の必要性を感じた。 

 

○  １１月３日(土)ＮＨＫスペシャル「発見！幻の巨大軍船～モンゴル帝国ＶＳ日本 

７３０年目の真実～」（総合 後 7:30～8:43）が歴史のロマンを感じ、とても面白

かった。伊万里湾の鷹島沖からのモンゴル軍の沈船発見は、琉球大学の研究グルー

プによる何十年にもわたる執念が実ったと知り、感慨深かった。番組は、モンゴル

や韓国、中国、ベトナムの研究成果もふまえて、いわゆる元寇の謎を分かりやすく

解き明かしていて、勉強になる番組だった。 

 

○  １１月９日(金)の四国羅針盤「“ニッチ・トップ”に学べ」を見て、四国には特

定の事業分野に専念して、高い技術力を持って圧倒的な販売シェアを獲得している

人気トップ企業が１０２社もあるということを知った。産業の立地条件に恵まれて

いない中で、だからこそ、徹底した顧客主義と現場重視で成長してきた企業の取り

組みや魅力を紹介する良い番組だった。こうした企業を知りたい、学びたいという

人は経営者に限らずたくさんいると思うので、番組の中でもっとたくさんの企業を

紹介してほしかった。 

 

○  しこく８「四国なぞ解き行脚」は、ロマンがあり、楽しく見ることが出来て、紹

介された場所に行ってみたくなるような番組だ。これからも、もっと深く謎を解き

明かす番組を期待する。 

 
○  番組一般において、食事をする場面が多くなっていると思うが、表現が乏しいリ

ポートが散見されるので、そうしたコメントにも気を配りながら制作してほしい。 

 

○  １１月９日(金)の団塊スタイル「地域よ！日本よ！シニアを生かせ」では、シン

ポジウムのスタイルでそれぞれの専門家が集まって、シニア層を少子高齢化社会の

力の源にしようという発想を展開していた。さまざまな具体的な展望が紹介され、

画期的な番組になっている印象を受けた。 
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○  「仕事学のすすめ」をよく見ている。「落合務 日本一予約がとれない店の秘密」

というシリーズを放送していたが、落合さんの人生とともに、仕事に対する考え方

が非常に役立つ番組だった。ＮＨＫには、自分の生き方に役立つ番組がたくさんあ

る。今後はさらに、そうした番組を「本当に必要な人にどう届けていくのか」を、

考えていってほしい。 

 

○  １１月１１日（日）ＮＨＫスペシャル 中国文明の謎 第２集「漢字誕生 王朝

交代の秘密」について、中国は隣国であるのにもかかわらず、知らないことがたく

さんあって、新鮮な情報がたくさん盛り込まれていた。 

 

○  「にっぽん百名山」を楽しみに見ている。新しいシリーズではこれまでとは角度

をかえた演出を試みており、今後も楽しく見せてもらいたい。日本の風景は、これ

からもずいぶん変わっていくだろう。将来、何十年も先に、私たちの暮らす地域の

さまざま風景を、地域の映像ライブラリーとして保存し、活用していくことについ

て、ＮＨＫとしての展望はあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

         松山放送局が制作した過去のニュースや番組の映像は松山放送局の

資料室で保管している。また、各放送局のロビーでは、「ＮＨＫアー

カイブス」に保存してある過去の番組の中で、権利処理を済ませたも

のを「番組公開ライブラリー」として自由に見ることが出来るサービ

スを提供している。さらに、民放の番組や自治体のイベントなどでＮ

ＨＫが保有している映像を使用する場合は、申請をしてもらい、使用

料を支払っていただいたうえで、映像を提供している。現時点では、

すべての映像を一般の方に自由にご覧いただくというところまでは至

っていないが、そうした声が多ければ、アーカイブスの保存や利用に

ついてＮＨＫ全体として考えていくことになるだろう。 

 

○  「ファミリーヒストリー」を楽しみに見ている。著名人の家族の歴史を描くこの

番組を見ていると、第二次世界大戦の時に、家族の中で大きく人生が変わった人が

必ずいる。私たちの家族の歴史の中に、必ず戦争が関わっている部分があって、家

族の側から戦争について考えさせられる、良い番組だと思う。 

 

○  海外ドラマ「王女の男」が、見出すととまらないほどおもしろい。時代劇には、

歴史に忠実なドラマと、大筋は歴史に忠実だが、一部にフィクションを含めたドラ
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マの２種類があると思う。「王女の男」はフィクションと事実が見事に調和してい

て、心の葛藤が名演技によって描かれている。一方、大河ドラマ「平清盛」は、や

や波乱万丈な展開に欠けていて盛り上がりが少ない。京都の貴族が出てくる場面が

多く、現代人には理解しがたいのではないか。  

 

○  ドラマについて、今この時代にもう一度知りたかったことや人を題材にしていた

り、現代の注目すべきテーマをもとに制作するなど、充実していると感じる。朝の

連続テレビ小説「純と愛」については、これまでと違ったテイストのドラマで驚い

た。比較的高齢者の方が多く見ている中で、若者の接触者率を上げたいという意図

から、現代の若者の実態を映し出そうと制作しているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

         連続テレビ小説「純と愛」の脚本家である遊川和彦さんは、極端と 

         も言える設定の中で登場人物を動かしていくことでヒューマニズムを 

描き出す方だ。「連続テレビ小説」としてはあまり用いない作劇法な

ので、戸惑われている方もいるかもしれないが、対象を若者に限って

いる訳ではないので、幅広い年代の方に見ていただきたいし、現場も

努力していることと思う。 

 

   ＮＨＫ松山放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年１０月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 １０月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１５日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

９名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、１１月の番組編成、放送番組モニター報告および視聴者意向につい

てそれぞれ説明があった。次に、四国羅針盤「負けて強くなれ～名門将棋道場の日々～」

を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

副委員長   大塚 岩男（（株）伊予銀行頭取） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

植田  貴世子（（株）クラッシー代表取締役） 

笠木 寛治（高松赤十字病院院長） 

早川 賢治（帯屋町筋商店街次世代委員会代表） 

村上 仁士（徳島大学名誉教授） 

森 映一 （ＪＡ松山市代表理事組合長） 

          

 

 

（主な発言） 

 

＜四国羅針盤「負けて強くなれ～名門将棋道場の日々～」 

（１０月５日(金) 総合 後 7:30～7:55）について＞ 

 

○   ゲーム社会と言われる中、将棋に打ち込む子どもたちの姿をとらえていて、新鮮

な番組だった。将棋は思考力や先を読む力を養うには最適ではないかと思う。また、

負けの苦い味は体験から学ぶしかないということを、的確にとらえていた。かつて、

家庭にひとつはあった将棋盤だが、現在、どれぐらいの家庭に置かれているのだろ

うか。その点にも触れてほしかった。 

 

○   将棋道場の日々のシーンを追いかけた番組だと想定していたが、実際には“負け

る”ということに主眼を置いて、子どもたちと将棋道場の先生とのやりとりをじっ
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くりと描いた番組だった。テレビゲームなら負ける前にリセットボタンを押すこと

が出来る。今は困難な状況になると逃げてしまう若者も多い。そうした中で、勝つ

ことに努力するのではなく、「負け」に向き合う努力に注目したこの番組は、子ど

もに限らずあらゆる年代からの共感を呼んだのではないか。 

 

○  とても良い番組だった。２５分間に、人生の教えが詰まっていて、登場人物の表

情は豊かで退屈しなかった。師弟間の信頼関係も短時間の間にしっかりと映し出さ

れていて、登場人物の抱えているドラマをよく引き出していた。将棋の世界の「負

けました」という負けほど、値打ちのある負け、潔い負けはないと感心した。 

 

○  「四国羅針盤」らしい、とてもいい番組だった。内容や構成がとても良く、塚原

愛アナウンサーの落ち着いた語りは聞きやすかった。番組自体は、奮闘し、成長し

ていく子どもの姿に焦点を合わせていたが、大人でも思わずうなってしまう部分が

多くあり、今の時代にぴったりの示唆に富んだ内容のある番組になっていた。答え

のない世界で成長していく葛藤、奮闘が短い時間に凝縮されており、先生と生徒、

双方の本音を引き出した点に、番組制作の方々の取材力の高さを感じた。 

 

○  非常に感動した。ドラマのようなストーリー性があった。テレビゲームで育った

子どもたちを紹介していたが、テレビゲームだと相手が人工知能なので負けても悔

しくない。本当のゲームには、相手の表情から読み取るような楽しさがあるのだが、

そうした楽しさのないテレビゲームを批判するようなメッセージが伝わってきた。

この番組は、負けを振り返って次回に生かすという人生のお手本を示している。現

状の教育には非常に問題があると感じている。日本の若者の意欲を上昇させるよう

な教育改革というものが絶対必要だ。その意味でも大変すばらしい番組だったと思

う。 

 

○  子どもたちが、将棋の勝ち負けの中で、さまざまな個性を見せていることが面白

い。それぞれ「壁」をどう乗り越えていくのか、楽しみな思いで番組を見た。「負

けないと強くならない」という指導者の言葉どおり、「負けから学んだり」、「困

難を乗り越えたり」、「ハードルをクリアしたり」して、成長していくと考えるが、

今の子どもたちにとっての「負ける機会」や「困難、ハードル」とは何であろうか

と考えさせられる。学校などで、あまり競争を表に出さない指導が主流のように聞

く。しかし大人になればいやおうなく競争社会に放り込まれる。「負けたくない」

という気持ちが「立ち向かって頑張ろう」という気持につながるような、競争心を

正常に機能させてやる気を起こさせる考え方や指導が、家庭はもちろん社会全体に

必要ではないか。また、その後の彼らの変化や成長がもう少し描かれていればとい
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う思いが残った。そうすれば困難を乗り越えることの意味合いをより実感できたの

ではないか。 

 

○  全国大会に出て準優勝するまでの作戦を追いかける番組にもできたと思うが、

日々の子どもたちの心を伝えていくことに焦点を当てて制作した点に感心した。将

棋は、社会に出てからの生きる強さ、尊厳をもった生き方を教えている。一方、現

在の教育は、「競争するな」と言いつつ勝つことに執着していて、目標を低く設定

し、常に勝ち続ける道を選ぶ「負け嫌い」の子どもを育てているのではないかと懸

念される。日本には、剣道、柔道など「道」を極める伝統の教育の場があるが、そ

うした伝統がつくりあげてきた教育の完成度の高さを改めて思った。「道」を教え

る、学ぶという視点で、現代の日本の教育に警鐘を鳴らし、悩んでいる教師、子ど

もの親、子ども自身にとって、活路を見いだせる番組を今後も制作してほしい。 

 

○  短時間に詰め込みすぎではないかと思うほど、多くの教訓が出てきたが、丁寧な

構成で、内容も深く、おもしろい番組になっていた。将棋が、遊びの中で自然に知

的思考能力を養うことができるゲームであることが、よく分かった。ただ、この将

棋道場の「自分の弱さに向き合い、自覚させる」という常道ともいえる指導法が適

切なのか疑念が湧いた。本人の思うように十分にやらせて、自ら気づいたときにこ

そ、初めて納得し“常道”のもつ深い意味を悟るのではないか。「教える」側が「弟

子から教わる気持ちを持つこと」も必要ではないかと感じた。 

 

○  いろいろな要素が入っていたが、話題の展開が棋譜づくりにとどまったことに物

足りなさを感じた。「負けて強くなれ」という題名には、長期的な視点に立ったコ

ーチングを包含していると思われるのに、番組ではこうした観点の一部しか示され

なかったことが、残念だった。なお「負け嫌い」と「負けず嫌い」の意味に関して、

伝えようとしている意味は理解できるが、本来は同義語ではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

         ご指摘のように、いろいろな要素を詰め込んだところがあり、見づ

らい点もあったかと思う。また、限られた時間の中でどこまで語るか

を考えたときに、将棋に詳しい方だけが見るとは限らないので、少し、

かいつまんだ形で説明をした。見る方によっては、その点が少し物足

りないと感じたのではないか。「負け嫌い」と「負けず嫌い」は確か

に国語的な意味では同じところがあるかもしれないが、一見同じよう

に聞こえる言葉でも、負けることをどう消化させていくかという点で

は違いがある。この点が、番組を制作するきっかけとなり、番組上、
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最も意識したところでもある。また「指導法として妥当かどうか」と

いうご意見についてであるが、番組の中では紹介しきれていないもの

の、児島さん自身、指導がどこまで響いているかについて、非常に悩

み葛藤していた。やはり子どもたちに何かを伝えて教えていくことは

とても難しいと取材を通して感じた。誰しも負けることには目を背け

たいと思うものだが、そこに向き合い、振り返ることで成長するとい

う点に関しては、年齢や立場関係なく感じていただける部分があった

のではないかと思っている。 

番組の制作にあたっては、８０本をこえるテープ、合計で 3,200 分

ものＶＴＲを回した。棋士としてどのように成長させていくのかを描

き、自分の殻を破る一手を撮ろうと取材を進めた。ただ、番組の放送

時間帯などを考えたときに、専門的に描きすぎると分かりづらくなっ

てしまうということがあったので、最終的には普遍的なテーマのもと

に制作することにした。結果としてディレクター自身の思いは形にす

ることができたと思う。 

将棋の番組を作るということにはいろいろな手法があったと思う。

プロの将棋の世界を取り上げたり、一手にこだわる番組もあると思う

が、今回の番組は、まさに教育的な目線や、子どもたちの心、空気感

というものが見えるように作り上げたいという思いがあった。取材を

通して、現在の教育や子どもを取り巻く環境にさまざまな問題がある

ことを知った。この知識や経験を今後の番組制作にいかしていきたい。 

 

○  テレビゲームやゲーム機世代の子どもたちが約 100 人も通う将棋道場が松山市に

あるとは寡聞にして知らなかった。着眼点がおもしろく、将棋の魅力も再認識でき

た。ただ、日常を追ったドキュメンタリーでやむをえないともいえるが、ドラマ性

にはやや乏しく、視聴者を最後まで引き付けるインパクトは少し不足していたと感

じた。主人公は指導者の児島有一郎さんと小学 1 年生の澤井善仁君、中学 2 年生の

松坂燿一郎君。「負けました」と負けを素直に認めて次へつなげる人に育てたいとい

う児島さんの指導方針には共感できた。30 代の若さで道場を開いてから 10 年。将棋

を通じて「負け嫌い」ではなく「負けず嫌い」を育成しようとする熱意も伝わって

きた。「テレビゲームのしすぎ」を心配した祖母の勧めが入門のきっかけとなった澤

井君のエピソードは、ほほえましかった。他の子どもで「じっくり考える習慣を身

につけさせたい」という親の動機には「なるほど」とうなずけるものがあった。な

お、棋譜をつけるよう児島さんから指導を受けていた松坂君が言いつけを守らず、

全国大会の決勝で敗れる場面は、いきなり決勝戦になったが、全国大会で決勝まで

進出するのは大変なこと。25 分という限られた時間に番組をまとめるのが難しいこ
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とは十分承知しているが、決勝進出の過程にもう少し触れてもよかったのではない

かと思った。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  奈良の山で中学生十数名が遭難した際の報道を見た。民放は、最初から「装備」

や「計画の無謀さ」を言いたいようなアプローチでニュースを構成していたが、Ｎ

ＨＫは専門家の話や登山に関しての一般的な警鐘を鳴らしながら、客観的な報道を

していたように思う。最近、世論をゆがんだ方向に誘導しかねないような報道が目

につく。データや事実に基づき、視聴者が判断しやすい、また自己判断する際に有

益な報道をあらためてお願いしたい。 

 

○  昼前の地域情報番組「えひめ おひるのたまご」の「ｍovie 俳句」のコーナーで、

選者の俳人・夏井いつきさんの投句に対する講評のしかたがすばらしかった。講評

は、普通の俳句会では考えられないスピード感があり、一人一人の句をしっかりと

評価している。だめな理由を明確に教えてくれて、とても親切だ。選句は厳しいが、

レベルを下げずに視聴者を引っ張っていってほしいし、このように工夫を続けて、

レベルを高めていっていただきたい。 

 

○  ９月９日（日）の「黒い十人の黒木瞳。」（ＢＳプレミアム 後 10:00～11:29）

はドラマの企画が大変良く、脚本も企画に沿っておもしろく仕上がっていた。また

主演の黒木瞳さんが、ふだんと違って軽妙な演技をしていてとてもおもしろかった。 

 

○  ９月２２日(土)の双方向解説 そこが知りたい！「どうする 日本の領土」（総

合 前 10:05～11:54）は、中国や韓国はじめ各地域・各分野の担当記者が座談会形

式で領土問題について解説していたのだが、客観的な解説で勉強になった。同時期

に、テレビ朝日系列の番組でも領土問題について解説をしていた。この２つの番組

は全く違う形式なので、単純に比較はできないが、テレビ朝日系列のほうが、ＶＴ

Ｒによる紹介が多かったり、証拠品を出したりと、初めて見る人にとってよりわか

りやすいと思った。両番組ともタイムリーな話題で、日本人も問題の背景を知って

おくべきだと思うので、いい番組であった。ただ、やはり日本にとって有利な情報

が多いと感じるので、日本に住んでる中国人の話や、中国の歴史学者にも話を聞き

たいと思う。各国の代表者がリアルタイムで意見を言い合うような番組を期待する。 

 

○  ９月２９日（土）「矢沢永吉 ６３歳のメッセージ～カリスマ・４０年目の夏～」

（総合 後 11:00～11:59）では、昔から変わることなく、自分の姿勢を貫いて生き
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ている矢沢さんの姿を見ることができ、初めてテレビからやる気をもらった。自分

の信念とともに仕事を一生懸命しようと思った。 

 

○  １０月５日(金)のしこく８「光る森～神秘の発光を追う～」を視聴した。森の中

でキノコや落ち葉が光る意味合いや仕組みが、しっかりとした専門家の調査・分析

によって、わかりやすく把握できる内容だった。特に、森の木々の緑、光るキノコ

や落ち葉の緑、森の生き物の緑と、テレビの画面がきれいな緑であふれているよう

で、本当に幻想的で良かった。この番組は全国放送もあって、四国の魅力を全国に

紹介してくれて大変ありがたいと思った。 

 

○  しこく８「光る森～神秘の発光を追う～」に感動した。映像が幻想的で、色彩の

美しさ、音と光のコラボレーションなど、画面ひとつひとつが芸術作品のようだっ

た。天の川のように光る映像は、写真であれば瞬間だけだが、映像になり動いてい

るというのがすばらしい。このような美しい光景が高知にあるということに驚いた。

キノコが光っている間は森として健全な状態だということを知り、非常に感心した。 

 

○   しこく８「光る森～神秘の発光を追う～」を見て、圧倒された。高知の美しい姿

を、ハイビジョンの技術を使って多くの人々に見せてくれた。地元の方も知らない

ような光景に、大勢の人々が驚き、興味を持ったようだ。科学的な検証なども加え

つつ、地域の知られざる魅力を発見してくれた。今回の番組をきっかけに、たくさ

んの方に高知へ来てほしい。 

 

○   １０月７日（日）放送のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「除染 そして、イグネ

は切り倒された」（総合 後 9:00～9:49）が、東京電力福島第１原発事故の爪痕の

深さを浮き彫りにしており、特に印象に残った。除染のために剥ぎとった残土など

の仮置き場や中間貯蔵施設の場所確保の難しさのほか、費用がどれほどかかるのか

想像もつかない高圧洗浄の排水処理問題や、放射能をかぶった広大な森林への対応

問題、解決に踏み出す障害となっている制度的側面などを具体的に視聴者に提示。

原発事故の罪の重さと、福島の被災者の終わりの見えない苦しみが心に突き刺さる

社会的意義の大きな番組だった。 

 

○   １０月７日（日）のＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ～発掘！かっこいいニッポン～「書道」

（ＢＳ１ 後 11:00～11:44）で、日本人に筆で字を書かせたら、若い人を含め皆が

いい字を書くという場面があって、これは日本の書道教育の成果だと思った。今、

小学校では書道教育が復元されて、表向きは力を入れているが、実際には万全の教

育環境とはいえない現実に違和感を覚える。そういった教育の実態も取り上げてほ
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しい。 

 

○   「ニュースウオッチ９」で、「ｉＰＳ細胞の人への利用」というニュースをＮＨ

Ｋが取り上げなかったことについてコメントがあった。これを見て、やはりＮＨＫ

のニュースは信頼に値すると思った。惑わされるような情報が多い中で、これから

も見識あるニュースを期待する。 

 

○  「ニュースウオッチ９」のスポーツ項目の取り上げ方について、気になった点が

ある。国体が開催された際のスポーツニュースで、国体よりも、大リーグに時間を

割いていた。国体は全国から何万人もの人が参加する、年に１回しかない大会だ。

大リーグよりも国体について取り上げた方がより身近に感じるのではないか。そう

いったことを踏まえてニュースを制作してほしい。 

 

○  １０月１３日（土）「梅ちゃん先生スペシャル 結婚できない 男と女スペシャ

ル」（ＢＳプレミアム 後 9:00～9:54）のような、女性が主役の、女性が見たくな

る番組をこれからも制作してほしい。今、放送中の連続テレビ小説「純と愛」も女

性が主役のドラマだが、今後さらに視聴者がドキドキするような展開を期待する。 

 

○  １０月１４日(日)のＮＨＫスペシャル 中国文明の謎 第１集「中華の源流 幻の

王朝を追う」を視聴した。設定が新鮮で引き込まれるような感覚で最後まで見た。

宮廷儀礼のシステム、文化が今に引き継がれているというような話もあったが、中

華の源流の夏王朝のお話は、今の中国にも通じるものがあると感じた。 

 

○  １０月１４日（日）のプレミアムドラマ「最後のカチンコ～新藤兼人・乙羽信子

～」（ＢＳプレミアム 後 10:00～10:59）では加藤武さんの抑えた演技に感心した。

まるで新藤兼人さんご本人かと思うようなすばらしい演技で、加藤武さんの代表作

品になるのではないかと思うほどだった。 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２４年９月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 ９月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１０日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

１１名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、１０月の番組編成、放送番組モニター報告および視聴者意向につい

てそれぞれ説明があった。続いて、「平成２４年度後半期の国内放送番組の編成」につ

いてＮＨＫから説明があり、その後「平成２５年度の番組改定」について、意見交換を

行った。さらに、新日本風土記「うどん」を含め、放送番組一般について活発に意見の

交換を行い、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

副委員長   大塚 岩男（（株）伊予銀行頭取） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

植田  貴世子（（株）クラッシー代表取締役） 

笠木 寛治（高松赤十字病院院長） 

加藤 令史（愛媛新聞社編集局長） 

早川 賢治（帯屋町筋商店街次世代委員会代表） 

村上 仁士（徳島大学名誉教授） 

森 映一 （ＪＡ松山市代表理事組合長） 

          渡部 淳 （（財）土佐山内家宝物資料館館長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２５年度の番組改定」について＞ 

 

○  今年度の前半期の編成を見ていると、ＮＨＫを視聴することが少ないといわれる３

０～４０代の人々をターゲットにした番組が多いと感じるが、その効果はどのように

出ているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

        効果が出ているかというと、それはまだ道半ばである。ただ、総合テ
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レビでは、「サラメシ」や「探検バクモン」などの番組が、３０～４０

代の方々にも見られているので、後半期の編成においても変更せず継続

して放送することにしている。また午後８時台の「鶴瓶の家族に乾杯」

「ためしてガッテン」は、視聴している世代がやや下に伸びてきており、

番組内容もより若い層に見てもらいやすいようになるよう工夫している。

そして、３０～４０代が帰宅してテレビを見ることのできる午後１０時

から１１時台にかけての時間帯で、彼らを対象にした番組を開発してい

きたい。一方、ＮＨＫの番組の中でもっとも広い世代に見てもらってい

るのは「連続テレビ小説」と「大河ドラマ」であり、特に現在放送して

いる「平清盛」はもちろんのこと、来年放送する「八重の桜」は、若い

人々にもたくさん見てもらえるような大河ドラマにしたいと思っている。 

  

○   番組を評価するうえで、視聴率は依然として大きな目安となっているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

           平成２４年度から２６年度までの経営計画において、それぞれの番組

を視聴率だけでなく、質を含めた複数の指標で評価するという試みを行

っている。ひとつひとつの番組について、どの指標に力を入れるかを定

めており、たとえば３０～４０代に見てもらおうとして制作した番組は、

視聴率がたとえ低くても、その年代に見られていれば目的を達成したと

いう評価になる。特にＥテレの番組は、たとえば「おかあさんといっし

ょ」が子どもと母親に見てもらいたいというように、完全に対象を特化

している番組が多い。それぞれの番組の性質に応じて、多様な指標を使

って評価していこうと考えている。 

 

○   人口減少に伴い、これからますます地域での暮らしが厳しさを増すことについて

さまざまな事態とそれに対する問題意識を提示する番組を期待する。そしてそれら

を継続的に取材し、社会的な助成や環境整備の必要性を発信していってもらいたい。

また、若い世代が互いの意見を交換しながら、自分たちにとって暮らしやすい世の

中にするために動いていくような環境づくりに寄与する番組を作ってもらいたい。 

                                           

○   さまざまな社会問題について、知事の思いや県民の思いをぶつけあって討論する

ような番組をもっと作ってもらいたい。四国においても、道州制や広域連合といっ

たテーマがあるので、ＮＨＫならではの、全国のレベルで四国を見るという視点で

番組を制作してほしい。 
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○   竹島や尖閣諸島といった領土をめぐる韓国や中国との対立について、日本の教育

では韓国や中国ほど歴史が教えられていないと感じる。韓国人や中国人が自国の領

土だとする主張に私たちが反論できる根拠を理解するためにも、ＮＨＫには、テレ

ビ朝日系列で放送されている「朝まで生テレビ」のような、各国の歴史学者をはじ

めとする知識人が集結して討論するような番組を制作してもらいたい。 

 

○   最近、ＮＨＫの番組で現代史を取り上げたものがとても充実してきていると感じ

る。年月を経たせいか、特に戦争などを冷静に見ることができるような時代になっ

たと思うので、今後も現代史を扱った番組をより充実させてほしい。 

 

○   東京電力福島第一原子力発電所の事故が発生して以来、農産物の放射線量の測定

やそれに伴う出荷制限が相次ぎ、またそれらが報道されることにより価格に影響が

出る事態が続いている。農作物を生産することの大変さや、食の安全に関する正確

な情報が伝えられる番組を望む。 

 

○   韓国ドラマがブームとなって以来、ＮＨＫは相変わらず韓国ドラマをたくさん放

送しているが、たとえばＢＳプレミアムの「ＳＨＥＲＬＯＣＫ（シャーロック）」

など、韓国だけでなくおもしろい海外のドラマをもっと放送してもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

            韓国ドラマはひとつのシリーズの本数がとても多いのが特徴で、その 

点で長く放送している感はあると思う。ただ、「ＳＨＥＲＬＯＣＫ（シ

ャーロック）」も昨年放送して人気を博したドラマなので、今年７月に

第２シリーズを放送したように、今後もＢＳプレミアムを中心にアメリ

カやイギリスのテレビドラマなども放送していく。 

 

○   テレビドラマは、生活感というか、その土地その時代の文化がかいま見えるので、

映画とは違った魅力がある。イギリスやアメリカのドラマの放送を通して、海外の

国の生活文化にふれてみたい。 

 

○   大河ドラマで、大化の改新の時代をとりあげるのはおもしろいと思う。とりわけ

天智天皇、天武天皇の兄弟の両方に愛された額田王をぜひドラマで描いてもらいた

い。 

 

○   Ｅテレの「俳句王国がゆく」は、今年度から年に１０回の特集番組としての放送

となったが、地域局から発信するという意味で人気があり、好評を得ている番組だ
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と思う。各地に根強い俳句ファンがいることから考えても、定時番組としての放送

に戻してもらいたい。そして、今年度は全国各地で公開収録をしたが、松山放送局

が発信している番組なので、年に何度かは松山で収録してもらいたい。 

 

○   この春から総合テレビの土曜、日曜の午後６時４５分からのニュースが、従来の

県内向けの放送から四国４県向けの内容に変わり、４県の話題が均等に放送されて

いる印象を受けるが、県内の事件や事故がくわしく伝えられるような体制をとって

もらうよう検討してもらいたい。                                       

 

＜新日本風土記「うどん」 

（７月２７日(金) ＢＳプレミアム 後 9:00～9:59）について＞ 

 

○   「うどん史で日本の歴史を見つめ直す」という番組のねらいがあると思うが、原

材料である小麦にも焦点をあてて、その歴史を掘り下げていけば、より深く表現す

ることができたのではないか。また、技術の伝承、ビジネスのありさまについて考

えさせられたという点で、稲庭うどんの技法継承の紹介は興味深かった。 

 

○   うどんをめぐる多様な様相や数か所の地域が取り上げられ、うどんを視野広く捉

えていて、感心した。「傷寒論」や「延喜式」などの文献、絵図や写真など、とり

あげられる資料も多彩で説得的な説明が成立していた。うどんをめぐる話題を多角

的な視点で、多種多様な人物や資料を用い、しかも楽しくかつ理解しやすく構成し

た、実に完成度の高い番組だった。 

 

○   うどんを食べるおいしそうな顔や、足踏み式で長い間ふむことで生み出される艶

といった、讃岐うどんのおいしさを象徴する場面が、非常に美しい映像で表現され

ていた。また、足踏みが不潔だという非難があったり、機械化される過程のなかで、

うどんの神髄がコシにあるということを訴え死守してきたことが現在の讃岐うどん

の隆盛につながっているのだろうと感じた。 

 

○   うどんにまつわる数々のエピソードが、むらなく紹介されていた。全体的に落ち

着いており、文献を読むような雰囲気の番組で、その土地の方々の空気感がゆっく

りと伝わってくるようだった。うどんであっても、作られるところや人によってさ

まざまな形に変わって後世に伝わっていくということに感銘を受けた。 

 

○   うどんを通して、歴史、人、風土をうまく描いていた。うどんには故郷を思い出

させ、家族の絆を強く感じる魅力があるのだと感じた。一方で、近所の老人相手に、
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老夫婦が作りたてのうどんを出す小さな店が出てくるシーンでは、うどんを食べに

来るというよりも、そこへ会話をしに来たいのだろうと推察され、高齢者の現状を

象徴するような悲哀さえも感じた。近所の高齢者が集まる機会、場所がなく、地域

が衰退していくという、行く末が案じられる現実に重たいものを感じた。 

 

○  「日本人とうどん」の話なのか、「讃岐うどんの伝統文化」の話なのか、どちら   

が話題の中心なのか定まっていなかった。もう少し「讃岐」という軸にこだわって

うどんというものを見られたらよかったのではないか。「憩いのうどん」「家族物

語」といった位置づけで、遍路道にある田中さんご夫婦の地域密着型店舗が紹介さ

れていたが、憩いというよりむしろ高齢化した現代社会の問題が浮き彫りにされて

いるような印象を受けた。 

 

○    番組的にはおもしろい話がたくさんがあったが、これだけ集まるとまとまりにく     

いのではないかと思った。うどんの歴史であれば、歴史をきちんと出したほうが良

かった。うどんは長い歴史があって、地域の人と生活の中で、形を変えて現在に残

ってきている。各地で生き続けているうどんの食文化やルーツの部分にも触れて、

ひもといていけばより「新日本風土記」らしさがでたのではないか。 

 

○    毎年水不足で悩まされる香川県が、米の代わりに小麦の生産に力を注いだという  

ことについて、もう少し触れてほしかった。また、香川県以外の四国の状況につい

ても紹介があればよかった。庶民の味として日本人に親しまれてきた「うどん」の

魅力を多角的に紹介したすばらしい番組だったが、もう少し短い時間でまとめても

良かったのではないか。 

 

○    全体をもう少しコンパクトに、展開を早くできたほうが良かったのではないか。        

構成面では、起承転結はうまくできていたが、ひとつひとつが長く、散漫であるよ

うに感じた。また、内容面では、讃岐うどんのうまみのもとである「麺」と「だし」

のうち、「だし」についてもう少ししっかり紹介してほしかった。 

 

○    讃岐がテーマだと思って見ていたので、いろいろな地域が出てきて、散漫な印象  

を受けた。また、６月２２日(金)に放送したしこく８「これであなたも さぬきう

どん通！」と同じ部分が使用されていて、内容が重複している印象を受けた。「稲

庭うどん」はおもしろく見たが、食べ物の話なので、おいしさといったところにも

言及してほしかった。 

 

○    香川県の県民食とも言える「うどん」の歴史に、さまざまな角度から光を当てて   
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いて、肩ひじをはらずに視聴できた。一方で、うどんは塩分をたくさん含んでいて、

高血圧や糖尿病の要因のひとつとして香川県で問題になっていると聞いている。そ

の対策などにも触れた方が、社会性が増したのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

         当初は「日本人にとってうどんはどんな存在か」ということを番組制 

作の目標としてスタートしたが、香川県の話が多くなってしまったとこ

ろが否めず、その点が散漫な印象につながったのではないか。また、「香

川県の糖尿病の多さ」と「うどん」の関係については、この番組の内容

になじまないと判断した。ニュースやほかの番組の中で取り上げていく

べきテーマだと考えている。以前放送した「しこく８」と「新日本風土

記」は同じ要素を使っている部分があるが、当初からその計画で制作し

た番組である。こうしたマルチユースは皆様からいただいている受信料

を有効に活用し、香川の情報をたくさん全国に提供できるものと思って

いる。「だし」の話をもう少し増やしてほしいというご意見もいただい

たが今回はとにかく「麺」にこだわって制作した。うどんには「だし」

という話や、ほかの要素もあると思うが、今回は取捨選択のうえ、あえ

て「麺」という部分だけを取り上げることとした。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○    ８月１１日(土)の「三つの名を生きた兵士たち～台湾先住民“高砂族”の２０世          

紀～」（ＢＳプレミアム 後 4:30～5:59）は、感慨深い番組だった。日本の植民地

支配を考えたときに、台湾先住民の高砂族が日本に抱く感情と、韓国の人が抱くそ

れとは、また違ったものがあるのではないかと感じた。 

 

○    ８月１２日(日)に再放送されたＮＨＫスペシャル「鬼太郎が見た玉砕～水木しげ   

るの戦争～」（ＢＳプレミアム 後 0:00～1:29）は、玉砕の美名に隠された旧日本

軍の非人道的な行為を映し出していた点を評価している。 

 

○    ８月１４日(火)のにっぽん紀行「輝け 還暦チアガール～愛媛 松山～」（総合   

後 10:55～11:23）に感動した。子どもの頃に見た甲子園の熱気を思い出し、チアガ

ールの方々のその後の人生に思いをはせ、面白く番組を見た。 

 

○    ８月１７日(金)のしこく８「土佐の夏２０１２よさこい祭り」と８月２４日    

(金)のしこく８「心さわぐ“踊る祝祭”徳島阿波おどり」を視聴した。祭りの風
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景をずっと流す番組が多い中で、作り手や裏側を見せることで集大成として祭りの

本番があるのだということを上手に紹介していた。 

 

○    ８月１９日(日)のサイエンスＺＥＲＯ「ウナギはどこへ行ったか」は、ウナギが  

激減している理由についての調査報告や、稚魚を育てる研究などが紹介されており、

おもしろく視聴した。 

 

○    ８月２８日(火)クローズアップ現代「なぜ遺書は集められたのか～特攻 謎の遺      

族調査～」を視聴した。だんだん戦争の証言をする人が少なくなるなかで、真実を

明らかにする証言を集めていってほしいし、今後も「現代史」を扱った番組の制作

をお願いしたい。 

 

○    ８月３０日(木)放送のＢＳ歴史館「スーパーティーチャー吉田松陰～松下村塾 

は幕末の白熱教室だった！？～」は、吉田松陰の魅力について、非常にわかりやす

く砕けた形で紹介していた。今後もこのような番組の制作をお願いしたい。 

 

○    ９月２日(日)のプレミアムドラマ「まばたきで“あいしています”～巻子の言霊   

（ことだま）～」を視聴した。寿命が延びて人生が長くなった現代で、中高年以上の

夫婦のあり方は関心を増してきており、「夫婦の神髄」とでも言うべきものを見せ

てもらったような気がして大変感動した。 

 

○    ９月９日(日)ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「追跡 復興予算１９兆円」（総   

合 後 9:00～9:58）では、復興予算という名目の巨額の金が、どのように使われて

いるのかを、情報公開請求などを駆使して、調査報道した点を評価している。報道

機関として、公の権力をチェックするという非常に重要な役割を果たした番組だ。 

 

○    毎週日曜日に放送している「晴れ、ときどきファーム！」を春からずっと見てい          

る。春夏秋冬と収穫期にいたるまで、この番組ならではの軽いタッチで描かれてい

る点が、とても見やすい。今後は、田舎で住むことの苦労や悩み、難しさの克服と

いった部分も入れてもらいたい。 

 

○    オリンピックを最初から最後までＮＨＫで見た。試合そのものに見応えがあった   

ことに加え、淡々と事実を報道するＮＨＫの放送に好感が持てた。 

 

○    月曜日に放送している「にっぽん百名山」は、自分たちが登ったことがある山も  

紹介されてなつかしく視聴している。 
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○    「大河ドラマ」と朝の「連続テレビ小説」は、幅広い世代が見ている番組だ。 

これからも共通の話題として会話にのぼるような存在であってほしい。 

 

○    「クッキンアイドル アイ！マイ！まいん！」は、子どもが楽しく食や料理につ          

いて学べる番組だ。こうした小さな子ども向けの教育番組も大切にしていってほ

しい。 

 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２４年７月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 ７月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、２３日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

１０名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、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った。次に、四国羅針盤「トライアスロンに町の未来を～愛媛・

愛南町の挑戦～」を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了

した。 

 

 

（出席委員） 

 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

副委員長   大塚 岩男（（株）伊予銀行頭取） 

委  員   今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

植田  貴世子（（株）クラッシー代表取締役） 

笠木 寛治（高松赤十字病院院長） 

加藤 令史（愛媛新聞社編集局長） 

早川 賢治（帯屋町筋商店街次世代委員会代表） 

村上 仁士（徳島大学名誉教授） 

森 映一 （ＪＡ松山市代表理事組合長） 

          渡部 淳 （（財）土佐山内家宝物資料館館長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜四国羅針盤「トライアスロンに町の未来を～愛媛・愛南町の挑戦～」 

（６月２２日(金)総合 後 7:30～7:55）について＞ 

 

○  全国的にトライアスロンが町おこしのツールになっているが、各地で開催されてい

るトライアスロンという競技大会が本当に地域の活性化につながり、観光客の呼び込

みにつながっているのかを検証してほしかった。また、トライアスロン大会を開催す

ることで町の人の生活にも不便を強いることになった背景や、トライアスロンは多く

の各地で開催されているので、継続して今後も開催していくことは難しいであろうと

いう現実の問題提起もしてほしかった。その上で、それでも何もしないよりは多くの

人に来てもらって愛南町を知ってもらうことが大切だと考えた愛南町の選択と、ほか
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の地域との差別化を図る挑戦をもう少し見たかった。 

 

○  愛南町で開催された第１回目のトライアスロン大会を取り上げたことは、地域経済

や地域社会の将来という観点から大きな意味があり、高く評価したい。地域をテーマ

にした場合は、これからの地域の経済や生活や文化をどう維持させていくのかという

問題に必ず直面するが、これからもこういったテーマを継続して取り上げて問題提起

をしていってほしい。内容面では、タクシー会社の会社員の開催反対意見を取り上げ

ていたが、土地柄的に「こういう風なことをやるけんいかんのよ」というような厳し

いコメントが出てくることに違和感を覚えた。 

 

○  ６月９日に愛南町で開催された第１回トライアスロン大会だったが、放送日までに

時宜を失わないように素早く制作したことは評価したい。番組冒頭では大会開催の目

的を経済効果と表していて率直過ぎる感じがしたが、大会本番には住民一体となって

盛り上げている映像があり、経済的な面以外の効果も番組終盤には十分伝わってきた。

町側の意向を受けて、地元をまとめようと奔走する地区長の実直そうな人柄もよく伝

わってきた。トライアスロン大会運営で最も重要な安全確保ということも、１０年間

に２５人死亡しているというデータが示されることで、説得力が格段にアップしてい

た。ただ肝心の経済効果については、実際には目的を達成したとは言い難く、県から

の補助金や、地元の西海地区の民宿利用が少なかったという現実にも触れてほしかっ

た。 

 

○  愛南町の人たちがトライアスロンを通して、なんとか町の活性化と経済効果をもた

らそうと、行政と住民が一丸となった努力が理解できる番組だった。愛媛県でトライ

アスロンと言えば中島大会が有名だが、中島大会との比較や、来年以降の継続開催の

可能性について努力している姿や、新たな観光資源をつくろうとしている姿の描写が

あればよかった。 

 

○  大会準備にあたる生涯学習課の担当者や、地域住民の行動もきめ細かく取材してあ

り、また大会に賛同しかねる人の姿も紹介することで、大会関係者の努力と住民一致

の協力という単純な構図のみになっていなかった点には安心した。ただ、大会を開催

することに至った地域の現状分析や、賛否両論あったであろう議論の内容、行政や住

民の関わり方、大会が地域にもたらした影響など、全体を十分に紹介するには時間が

短く、さらなる分析と紹介が必要だと感じた。 

 

○  今回の番組は、一つの大会の裏方さんの苦労として、非常に共感しながら視聴し、

地域応援の姿勢を番組から感じるとることができた。ただ、現場にはもっと複雑な問
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題があり、そのような中でも地域の現場の人間は努力しながら地域活性化に尽力して

いるので、その苦労をもっと伝えてほしかった。また、大会終了後の地域活性化を愛

南町ではどう考えているのか、問題点や対策なども短い時間では収まりきらないかと

思うが、少し触れてほしかった。 

 

○  トライアスロン大会のイベントとはいえ、日常生活の中で交通規制を余儀なくされ

ることでの住民不満もあったが、大会本番には反対者も応援に駆けつけて笑顔を見せ

る姿も伝えられていて、住民がトライアスロン大会の今後に期待していることがうま

く表現されていた。また、大会の安全面が最も重視される中で大会を無事故に終えた

ことは、行政と住民にとって大きな自信につながったはずで、そのことが主催者や住

民の笑顔に表われていた。地域活性化のためにも、行政と住民が一体となって知恵を

出せば、「わたしの町でもこのようなことがやれる」という一つのヒントを与えたこ

の番組の意義は大きい。長期間の取材にもかかわらず、２５分の番組としてよくまと

まっていた。 

 

○  トライアスロン大会で町の元気を取り戻すという単純な要素以外の行間を考えさ

せられた番組だった。２５分の番組構成としては、大会準備と当日の経緯よりも、大

会終了後の余韻をもっと見てみたい気持ちになった。番組では、ガソリンスタンド店

主が、沿道に立ってホースで水掛をしてあげていたが、選手の方から「ありがとう」

と応えられたことに対して、「声をかけられた。うれしい」とコメントしていたこと

に、助けられる喜びと助ける喜びの交換のシーンとして印象に残った。全体としては

もの足りない感じがあったが、たくさんの伝えていくべき素材がここにはあることが

確認できた。 

 

○  トライアスロンという競技自体について全国での競技人口がどれくらいいるのか

ということや、愛南町の大会が第１回から日本トライアスロン連合の公認大会になっ

た経緯などの情報がほしかった。また、大会開催にあたっての安全確保についての最

終責任は、誰のところにあるのか分からなかった。熱中症や脱水症になった場合の医

師や病院の確保などについても言及してほしかった。 

 

○  子どもや高齢者の笑顔がたくさん映し出されていて、第１回のトライアスロン大会

が大成功だったことがよく伝わってきた。過疎地が元気を取り戻し、高齢者も外出し

ていくという、こんなにも明るい番組は久しぶりだ。愛南町の高齢化率は深刻な状況

だが、高齢者の社会参加を担当している生涯学習課がトライアスロン大会を企画した

ということに驚かされ、行政のその着目点に感嘆した。地域の応援のため、この大会

の発展のために、ＮＨＫで実況中継などがあればよいと思った。地域に密着した放送
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機関として、今後も継続して取材をお願いしたい。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

今回の番組は、愛南町での現場の様子やトライアスロンに期待す

る住民の様子などを少しでも多く伝えるため、オールＶＴＲでの構

成とした。ただ、より客観的にとらえるために、スタジオ収録も取

り入れて経済的な分析をしたり、大会終了後に行われた愛南町の反

省会や、今回開催した総括と来年に向けての課題などの後取材も伝

えたりできればよかったという思いがある。番組の根本的な目的で

ある「地域を応援したい」という気持ちは変わらないので、寄り添

い、褒めるだけが応援ではないという観点も踏まえ、厳しい目線も

持ちながら取材を続けていきたいと考えている。 

大会運営の安全確保という点では、地元住民によるＡＥＤ講習会

を行ったり、救急の場合の医師確保をしたりということも、準備さ

れていたが、そのあたりの実情は伝えきれなかった。トライアスロ

ンはすぐに結果が出るものではない。今回の取材をきっかけに、観

光効果の検証や、全国的な愛南町の知名度向上など、継続的に取材

して伝えていきたい。また、番組の行間ということで言えば、町の

人にとって、夏休みに孫と子どもが帰ってくるきっかけとなるよう

な暮らしの中のイベント、経済効果だけでは計りきれない地域にと

っての大切な行事というような要素もあり、そうしたことも踏まえ

ながら地域取材を続けてきたいと改めて感じた。 

 

 

○  この番組は、人口減少や高齢化、産業衰退、観光客減少に苦しむ愛媛県愛南町が

経済効果やにぎわい復活を期待し、地域住民の理解と協力を得たり、安全対策に取

り組んだりしながら、トライアスロン大会を企画、実現、成功させていく様子を描

いており、放映時間は２５分と短いが、愛南町の狙いや取り組みがよく理解できる

ものになっていた。ただ、番組冒頭で「トライアスロン大会が観光客減少に歯止め

をかけるきっかけになるか」とナレーションを入れながら、ガソリンスタンドの店

主がお札を数えていた場面を使うことで、大会の経済効果で収入が増えたようなイ

メージを与えていたことに違和感を持った。本編では、大会への理解や協力を得る

取り組みを紹介する場面として、通行規制で売上げが減る店主が売上代金のお札を

数えている状況だった。また、トライアスロン参加者のうち最高齢の方も完走した

ようだったが、そのこともはっきりと伝えてほしかった。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月２３日(土)の体感！グレートネイチャー「白亜の絶景 秘められた謎に迫る～

カザフスタン～」（ＢＳプレミアム 後 7:00～8:29）は、世界で初めての映像で、美

しいだけでなく自然の驚異も感じ取ることができて感動した。ＮＨＫにはこのような

番組制作を今後も期待したい。 

 

○  ６月２７日(水)の探検バクモン「超巨大船をつくれ！」は、愛媛県今治市が造船の

日本一ということで、地域の主要産業を楽しく視聴できる番組で取り上げられていて

よかった。タレントの爆笑問題が、おもしろおかしく進行しながらも、非常にいい指

摘や発見があってよかった。地域放送でも、地域の主要産業を少し丹念に掘り下げて、

いかにこの産業が地域にとって意義にあるものなのか、今後の展望などを含めて問題

提起をしてもらいたい。 

 

○  ６月３０日(土)の日本人は何を考えてきたのか「第３回 森と水と共に生きる～田

中正造と南方熊楠～」（Ｅテレ 後 3:00～4:29.30）と７月１日(日) の日本人は何を

考えてきたのか「第４回 非戦と平等を求めて～幸徳秋水と堺利彦～」（Ｅテレ 後

3:00～4:29.30）を再放送で視聴したが、Ｅテレならではの重厚な教養番組だった。

「日本人は何を考えてきたのか」のシリーズには、今後も魅力的な人物が取り上げら

れているので楽しみにしている。 

 

○  ７月３日(火)のドキュメント７２時間「＠東北自動車道 あだたらサービスエリ

ア」（総合 後 10:55～11:23.30）は、マーケティング的な視点でおもしろく視聴し

た。 

 

○  ７月６日(金)のしこく８「ロンドン五輪で輝け！四国のアスリートたち」（総合 後

7:30～8:43）は、これから始まるオリンピック放送前に、今まで興味がなかった競技

について、たいへん興味深く視聴することができた。 

 

○  ７月７日(土)の追跡者 ザ・プロファイラー「ヒトラー 独裁者という名の怪物」

（ＢＳプレミアム 後 9:00～9:59）は、非常におもしろい切り込みで掘り下げられて

いて、よく知っている人物だが新しい知識を得られた。知ること、関心を持つこと、

一つの事柄を複数の観点から見ること、ということを改めて教えられた番組だった。 

 

○  ７月１３日(金)のしこく８「近ぶら。」は、松山市の意外な歴史を紹介しながら散

歩するという内容で、タレントの友近さんの起用はよかった。今後は、徳島や香川や
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高知でも、町の意外な歴史について、タレントを通じて紹介していってほしい。 

 

○  ７月１３日(金)のしこく８「近ぶら。」は、「ブラタモリ」の松山版という感じで

ほんとうにおもしろかった。自分の住んでいる町を新鮮に感じることができ、松山が

こんなにすてきな所なんだということを再発見できた。放送翌日には、仲間と番組に

ついて一緒に話をして盛り上がれる番組だった。今後は、徳島や香川や高知でも紹介

してもらえれば、その町を訪れた時にはその道に行ってみようという気分になると思

った。四国が一つになれるようなたいへん楽しい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

「近ぶら。」については、なんらかの形で四国の各都市でも展開し

たいと検討している。東京という大きな舞台以上に、その地域なら

ではという町の見方を楽しんでもらえるような番組にしたい。 

 

○  ７月１４日(土)ＮＨＫスペシャル「ミラクルボディー 第１回 ウサイン・ボルト 

人類最速の秘密」（総合 後 7:32～8:30）と７月１５日(日)ＮＨＫスペシャル「ミラ

クルボディー 第２回 内村航平 驚異の“空中感覚”」（総合 後 9:00～9:58）は、

その選手の生命線のような大変な秘密を科学的に全部解明してしまうもので、オリン

ピック大会前に放送されたことに驚き、協力する選手にも感嘆し、協力させたＮＨＫ

にも感嘆した。 

 

○  ９月２日(日)放送予定の俳句王国がゆく「岐阜県大垣市」は、大垣市が松尾芭蕉「奥

の細道むすびの地」ということもあり、俳句熱の高い地域なので、このような形で取

り上げられることで放送を楽しみにしている。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

「俳句王国がゆく」については、松山放送局で制作している俳句

番組としては１０年を超える長寿番組なので、これからもどのよう

に展開していくべきか検討しているところだ。 

 

○  ドラマ１０「はつ恋」を最終回まで毎回視聴した。一昔前のＮＨＫのドラマには、

このような非日常性の浮気や不倫や離婚といったテーマはなかったが、いい意味での

ＮＨＫの変革として歓迎したい。 

 

○  Ｅテレの「にっぽんの芸能」は、難しい堅苦しさがなく、広く全般向けて視聴者を
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引き入れようとしていくことに成功していると思う。 

 

○  ＦＭの「きらクラ！」は、難しく構えることなく、クラシックの楽しさや、音の持

つ意味というようなことを感じとることができてとても聞きやすい。 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２４年６月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 ６月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１８日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

１１名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、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

それぞれ説明があった。次に、新日本風土記「祖谷 大歩危」を含め、放送番組一般に

ついて活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

副委員長   大塚 岩男（（株）伊予銀行専務取締役） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

植田  貴世子（（株）クラッシー代表取締役） 

笠木 寛治（高松赤十字病院院長） 

加藤 令史（愛媛新聞社編集局長） 

早川 賢治（帯屋町筋商店街次世代委員会代表） 

村上 仁士（徳島大学名誉教授） 

森 映一 （ＪＡ松山市代表理事組合長） 

          渡部 淳 （（財）土佐山内家宝物資料館館長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜新日本風土記「祖谷 大歩危」 

（６月８日(金)ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～9:59）について＞ 

 

○  非常に充実したよい番組で楽しく見た。番組では、徳島県の祖谷地方の落合集落に

畑を持つ山西義徳、モトエさん夫婦の四季折々の暮らしを見事に紹介していた。急し

ゅんな畑を重い荷を背負って歩き、家を守り、鶏の世話をして、料理もするモトエさ

んの力強さに感心した。また、義徳さんが「妻に怒られるので（人生の）８割方は苦

しい」と言いながらモトエさんと会話をしている様子がほほえましく、むしろその言

葉からは妻への感謝の気持ちが伝わってきた。地滑りのために水道管のホースが外れ

ているのを直しに行ったり、冬場にホースが凍って水道が出なくなったのを新しいも

のに交換したりする場面は、まるでドラマを見ているかのようにのめり込んでしまい、
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水が出たことにほっとした気持ちがした。平国盛が安徳天皇とともに祖谷まで逃げて

きたという言い伝えや、誰にもそれと分からないような「伏せ墓」を作っていたとい

うことは非常に興味深かった。「ヤマジジ」という妖怪に出会ったという人の話は、

何か真実味があっておもしろかった。急斜面を転げ落ちないように子どもを縛りつけ

て畑仕事をしたという話もおもしろく、どれほど急なのか、ぜひ現場に行って確かめ

たくなった。そのほかにも、東洋文化研究者のアレックス・カーさんが古民家を改築

して作った宿泊施設、襖（ふすま）からくり、妖怪伝説や吉野川の急流下りなど、こ

の土地の観光的価値は十分にあると思った。名頃集落で廃校となる小学校の２人の児

童が、住民にとっては「地域の宝」であるということには納得できたが、村人がいな

くなった人々をしのぶために集落一帯にかかしを次々に置いていったというエピソ

ードはとても痛々しく、日本の将来はこれでよいのかという印象を受けた。 

 

○  祖谷や大歩危、小歩危という地域は、日本の原風景というイメージにぴったりなと

ころで、過酷な急斜面での暮らしがどれほど厳しいものかよく分かる番組だった。

「お金がなくても死なん程度に生きていける」というモトエさんの言葉は心に強く残

っている。祖谷の生活を見ていると、自分のことはすべて自分の手で解決できていて、

日本人の強さというものが際立っていた。全体的には、とてもていねいに作られたよ

い番組だった。高橋美鈴アナウンサーのナレーションはとても落ち着いたいい声で聞

きやすかった。「祖谷の粉ひき節」がよいタイミングで流れてきて、映像と合ってい

たと思った。名頃集落で、住民の数よりも多い 100 体以上のかかしを作って楽しそう

にしている住民の様子を紹介するという番組最後のシーンは、とても考えさせられる

ものがあったが、１年の季節の移ろいを通して、自然の中で常に無理なく無駄なく暮

らす人の姿が記録されていて、この先２０年でも３０年でもずっと残しておいてもら

いたい番組だった。 

 

○  平家の落人（おちうど）伝説に彩られた祖谷で、急傾斜の山々の自然に溶け込んで

暮らす人々を惜しみなくとらえたドキュメンタリーだった。５９分という長時間の番

組だったが、祖谷のさまざまなトピックスが次々に繰り出されて、飽きさせない展開

になっていた。松たか子さんのナレーションは、ほほえましいようなアクセントのコ

メントでよかった。ＢＧＭも番組によく合っていたと思う。トータルとして、「新日

本風土記」がめざす、日本を再発見するという目的を果たしていたと感じた。個別具

体的には、平国盛や安徳天皇の伝説、伏せ墓、平家の赤旗などはロマンを誘っていた

し、妖怪の話や襖からくりなどは民俗学的にも興味深かった。水を確保するうえでの

苦労やそば料理などは生活感が出ており、住民によるかかし作りの取り組みは過疎や

高齢化の側面を気負わない形で照らし出していると思った。一点だけ気になったのは、

山西さん夫妻が秋に見慣れているはずの紅葉を見に行くシーンだった。制作者が夫婦
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に今まで見に来たことがあるかどうかをたずねているが、わざとこの問いかけを見せ

ることにより、視聴者に作為性をあえて知らせようとしたのではないかと推測する。 

 

○  今こそ記憶しておかねばならない日本の一地域の姿を見事に活写した完成度の高

い番組で、民俗史の記録としても貴重な成果になると思われる。村の歴史と民俗を現

在生きている私たちと後世の人たちに伝えることができるすばらしい番組だと思っ

た。この番組は、地域社会のさまざまな側面を全体的にとらえながら、主題設定をき

ちんとして一貫した視点で描き、しかも過度な感情移入を避けて冷静に描くことに成

功している。かずら橋や平家の落人に大歩危、小歩危の急流という３点で単純化され

がちな祖谷地方について、日常生活を中心に各集落に潜在する微妙な差異にまで目を

配りながら実に新鮮な内容を次々と出している。四季を通じての取材と撮影で得られ

た膨大な情報から厳選して、一見淡泊な描き方ながらも視聴者には祖谷の歴史と風土

と現在の問題まで考えさせる十分な内容になっていた。これは番組制作者の力量によ

るのはもちろんのことだが、登場人物である祖谷の人々の飾り気のない人柄や雰囲気

によって、彼らの行動や発言そのものが、祖谷の歴史と風土を余すことなく語ってい

たということであろう。イモの紹介、急しゅんな山での耕うん作業、冬にそなえての

備蓄食糧の準備、自家水道による生活、石垣の管理などといった、山西さん夫婦の生

活の構造をうまく伝えていた。しかも映像にごく簡単なコメントをつけるだけで、そ

れらをどう感じるかは視聴者に委ねる描き方をしていて好感が持てた。そのほかにも、

出稼ぎの話題で祖谷地方の経済の実態を示すなど、それぞれの場面で私たちの知りた

い情報をさらりと紹介することにより、５９分の番組でありながらここまで中身が濃

密になったことには感心した。アレックス・カーさんが「過疎は止められない時代の

流れ」と言いながら、祖谷にこだわり続けていることを紹介したことは、とても強い

インパクトを与えたのではないか。時折取材者の声が映像に入っているのも、地元の

人とともに番組を作っている感じがして、編集の結果生まれた偶然かもしれないがと

ても効果的だったと思う。名頃集落についてはそれだけでひとつの番組ができそうな

気がするが、この地を切り開いたとされる木地師と呼ばれる木工職人についても、今

後四国の山間部を描くにあたってはテーマとしてもらいたい題材である。なお、祖谷

の古きよき文化や共同体が、戦後の社会の変化にも影響されず残ったことを手放しで

喜ぶべきものなのかどうかについて、この番組では一面的な価値認識で言及されてな

くてよかったと思う。この地域については戦後改革や高度経済成長と絡めても多くの

問題が見つかりそうであり、単に祖谷の住民たちがうるわしい人々であるとか、祖谷

は過疎化でさみしい地域であるとかいう評価で済むものではないので、ＮＨＫが今後

こうした問題をどのように描いていくか、楽しみにしていきたい。 

 

○  祖谷の四季を、住んでいる人の生活と合わせるように描いたよい番組だった。何度
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か行ったことがあるが、平氏の伏せ墓のようなものがあることは知らなかった。そば

粉をいろいろな料理に使用して自給自足をするといった食生活には、現代社会に生き

る私たちにとって見習うべきところがたくさんあるように思われる。祖谷のような集

落は、四国のほかの地域にもあると思うが、このような地域の風土を発掘する番組を

今後も制作していってもらいたい。 

 

○  この祖谷という地域の中に、多彩なエピソードがつまっているということが番組の

ひとつの見どころだったと思う。冒頭３分たらずのオープニングの中で、番組をダイ

ジェストで紹介する映像が流れたが、とてもミステリアスな雰囲気のまま番組がスタ

ートした印象である。山西さん夫妻の生活を軸に番組が進行していて、平家の落人や

妖怪といった興味ひかれる部分をもう少し深く掘り下げてもらいたいと思ったもの

の、５９分間の中にあれほど多彩な話題を盛り込んだというのはとても難しく、大変

な努力のうえでできた番組だと思う。番組の中身そのものは、日本の過疎という問題

を踏まえながら、祖谷の文化、伝統、歴史といったものを冷静に取材し、総集編のよ

うな形で祖谷の地域のすべてを見せていた。ただ、それぞれのエピソードで紹介した

場所の地理的な位置関係や、それぞれの文化の中にどういう関連があるのかなどにつ

いてもう少し知りたいと思った。とはいえ、総じて「もういちど日本を見つける」と

いうテーマに即した番組で、日本人の心の奥底にある、自然とともに生きることへの

あこがれのような気持ちがかきたてられた。あの地域を未来にどうやって残していく

かと考えると、産業の存在がとても重要になってくると思うが、地域振興をどうした

らよいかといった視点についてもっと深く掘り下げる番組も制作してもらいたい。 

 

○  誰もが持っている桃源郷に対して抱くイメージのような、私たちにとっては非常に

懐かしいふるさとの情景が描かれている。急峻な山あいの四季折々の風景が非常に美

しく、画質の鮮明さ、映像の美しさに感動した。視聴者はこの番組の美しい映像を見

て、この地に一度行ってみたいという気になったのではないだろうか。落合集落につ

いても、雲の流れや太陽光線の変化といった景観の美しさに見とれていたが、同時に

この桃源郷がいつまで続くだろうかと感じた。山西さん夫妻は、厳しい生活の中にも

常にとても穏やかな表情を浮かべていたが、そこに彼らの「強さ」がにじみ出ていた

ように思う。阿佐集落に伝わるものは、その神秘性からいっても、歴史ファンに行っ

てみたい気にさせるという観光ＰＲとしての効果もあったのではないか。名頃集落の

住民が、転校していく小学生に対して「地域の宝」だと言っていた言葉に感動すると

同時に、日本の集落の未来を暗示しているような気がして衝撃を受けた。それぞれの

集落でたくましく生きる老人たちの元気な姿を見ていると、この番組は「風土記」で

ありながらにして、この先誰が守っていくのかという中山間地の現実を突きつけるよ

うな内容だったと思う。 
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○  最近ＥテレやＢＳプレミアムの番組を見ると、その多様性や深厚さに感動すること

が多いが、この番組もその感動を増幅させるに足る内容だった。冒頭の「もう一度日

本を見つける、私を見つける」という松たか子さんの語りとその背景の山あいを映し

た映像は、導入部分として大変すぐれていたと思う。それに続く、印象的なシーンを

フラッシュで見せた一連の映像も、番組へのさらなる関心を引くよい仕掛けだった。

落合集落に住む山西さん夫妻の四季を軸とした構成で、四季に沿った日本人の暮らし

の移ろいや自然との共生とともに、村人の頑固でもありやわらかでもあり、それでい

てりんと生きる姿が映し出されていた。都会のけん騒の中で、時間にせかされ、情報

に翻弄され、システムに操られる現代社会とは一線を画した、人の本来あるべき姿の

ようなものを見た気がした。畑を耕すモトエさんの言葉は何とも言えずあたたかくて

大きくて、彼女は生きるための最上の知恵者であるかのようだった。特に、水道から

水が突然出なくなるという困りごとも、自分の手と足と知恵で慌てず騒がず片づけて

いく様子はすごいと思った。男は外で働き、女が畑や家を守るという山西さん夫婦の

生き方には、農耕民族たる日本人の遺伝子のようなものを感じ、不思議な安堵感を覚

えた。自然に寄り添い、自然を愛して自然におそれることなく向き合っていくことが

人生を紡ぐことであるという、生きることの原点を私たちに考えさせた時点で、日本

の原風景を描くというこの番組の目的は果たされたのではないか。阿佐集落の伏せ墓

や先祖としてまつられる平国盛の存在は、何としても後世に語り継ぐべきものだと強

く思った。烏天狗（からすてんぐ）や一つ目入道について語った下岡昭一さんや、ヤ

マジジについて語った岡瀬シゲ女さんの話では、それらの妖怪を実際に見たかのよう

に彼らに語らしめた取材者の努力に感服した。名頃集落の子どもたちにこの地の暮ら

しがどう受け継がれていくのか、その“空白”はとても残念だった。小椋辰幸さんの

「逃げるわけにはいかん、最後までここで頑張る」という気持ちの表れとも言えるか

かしに描かれた笑顔には、心が和むと同時に、さらに新しい物語がこの地域の歴史に

積み重なっていくようにという制作者の祈りが感じられた。ただ、総じてあまりにも

素材が豊富で、５９分という時間に収めきれなかったのは映像を見るだけでも感じる

ことができた。何か“積み残し”や“拾い忘れ”があるのではないかという思いもあ

るが、逆にまたこの祖谷を舞台とした番組ができるのではないかという期待もさせる、

非常によい番組だった。 

 

○  祖谷と大歩危の独特な生活習慣や風俗をじっくりと見せていて、日本を再発見する

番組としてよくできていると思った。ただ、この番組には名頃小学校の５年生を除く

と中高年の人ばかりが登場していて、高齢化が著しく進む過疎の山村であることを意

味していると思った。番組を通して日本のふるさとの原風景の魅力に触れることがで

きたが、あらためて古きよき日本を残していくことの大切さを認識している。ただし
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そのためには、社会的にも莫大なコストがかかるはずであり、さらにそのコストを負

担するためには日本の経済が成長、発展していかねばならず、経済成長と伝統文化の

保存という課題を同時に解決していかなければならないという思いを強くした。そう

いう意味においても、番組の最後で過疎に悩む集落を取り上げているのは非常によか

ったと思う。日本のように非常に短い期間のうちに経済成長し社会が変貌した中で、

都会の人間が田舎の生活に入っていくのは心情的にもとても難しいであろう。こうし

た古きよきものを新しいものと調和させながら残すことは、個々の人間のレベルでも

大きな課題を伴うものだということも、この番組を見ながら考えさせられたことであ

る。 

 

○  非常にしっかりと作られた番組で、じっくりと見ることができた。阿佐道彦さんが

語る平家落人の歴史からは、彼らが辺境に潜みながらも再興の機会をずっと待ってい

たことがうかがえた。伏せ墓のエピソードからは、歴史の非情さを感じた。愛媛県の

南予地方において、山間部の斜面での畑作は時代が進み経済状況がよくなるにつれて

徐々になくなっていったのを実際に目にしているが、今もなおあのような急斜面で農

作業をしているということは、祖谷がそのほかの地域に比べて経済的にもはるかに厳

しい条件だということを意味しているであろう。襖からくりや古民家の再生は、この

地域の観光資源としてこれからの可能性を感じさせた。ただ、このような番組によっ

て過疎の地域が取り上げられる機会が多くなればなるほど、その地域の将来を深刻に

感じざるを得ない。過疎はどのような形で取り上げても常に必ず浮かび上がってくる

テーマなので、番組制作において継続的に課題として考えていってもらいたい。 

 

○  番組冒頭のアンパンマンが描かれた列車が鉄橋を渡っている映像は非常におもし

ろかった。最初のおよそ３分間は、ナレーションと映像がよく合っていて、上空から

見下ろす白い雲がかかった祖谷の村々と吉野川の激流がうまく対比され、その中にい

くつもの話題を次々に出すことで、視聴者に期待感をもたせる導入部分になっていた。

春祭りの行列で露払い役を演じている猿田彦が山西義徳さんだったというのはおも

しろかったが、その後に続いて、さまざまな時代の神々がひとつの行列を構成してい

るというのも興味深かった。夏祭りでは「モモテ」と呼ばれる神事が行われていたが、

普段着で村人たちが次々に弓を射ているのを見て、生活の中にそうした行事が入り込

んでいるのがよくわかり、この地の独自性を如実に表していると思った。義徳さんが

縄をなっている様子は、その慣れた手つきによって、その昔に同じように縄をなって

いる人を見た記憶と重ね合わさり、とても心に残ったシーンだった。名頃集落におい

て、亡くなった人や村を去った人を鎮魂するという意味でかかしを置いていたのは、

かつてはこの集落がにぎやかであったことを示しているが、この場面を番組の最後に

据えたところに、冒頭のアンパンマンの列車と対比させようとした制作者の意図が感
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じられた。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

番組の終盤でモトエさんが言っていた「山ではお金ばかりに頼ら

なくても、死なない程度に生きていける」という言葉に表される暮

らしの豊かさというのが、この番組で伝えたかったメッセージのひ

とつである。番組で取り上げたひとつひとつのエピソードの裏には、

それぞれに住民の思いや重ねてきた歴史というものが膨大にあり、

それ自体でひとつの番組ができるような魅力的なものばかりだった。

しかし、この地で生きている人たちの豊かさというテーマを際立た

せるために、短く編集してそぎ落としていったことは確かである。 

委員のご意見をうかがっていると、この番組はナレーションによ

る説明が少なく構成的にも不親切な部分があったと思うが、祖谷の

人の生きざまといったものは、コメントがなくても、映像から、そ

してその雰囲気から十分に伝わってくるものだと実感した。 

山西さん夫妻が紅葉を見に行くシーンは、たしかに制作者の意図

が見えすいた演出になっているが、そこで行われた２人の会話が、

それを補って余りあるほどのとてもよい味わいを出していたため、

番組全体を通してのメッセージを伝えるために思い切って使ってみ

ることにした。 

祖谷に取材に行くと、村人たちが驚くほど手厚くもてなしてくれ

たが、それは彼らが山深いところでいつも助け合いながら生きてき

たことと、山を越えて祖谷を訪れる客人を大切にするという文化が

今も残っているということだと思う。初めて取材したときは、これ

ほど厳しい斜面の土地でどうやって生きているのだろうかと思って

いたが、彼らはとても心豊かで、目の前にある畑でとれたおいしい

野菜を食べられるという幸せを日々感じ、しかもそれを惜しみなく

他人に分け与えていた。祖谷での取材を通して、日本人がこれほど

強くたくましくしかも優しい人たちであることを再発見することが

できた。 

 

 

 

 

＜放送番組一般について＞ 
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○  「バリバラ～障害者情報バラエティー～」は障害者に焦点をあてながら、障害を障

害として受け入れ、どう楽しんで生きていくかということを笑いもまじえて考える番

組である。４月６日(金)と１３日(金)の「シリーズ恋愛」は、障害者の恋愛について

正面から取り上げていて驚いた。障害があるために恋愛ができないという人に対して、

障害を武器にして好きな人にアプローチしようと薦めてみるなど、まさにバリアフリ

ーのバラエティー番組になっていて、障害者も私たちと一緒に生きていることを感じ

られるすばらしい番組だと思う。 

 

○  ５月２６日(土)と２７日(日)のＮＨＫスペシャル「未解決事件 Ｆｉｌｅ．０２ 

オウム真理教」（総合 26日(土)後7:30～8:43、9:00～10:13、27日(日)後9:00～9:58）

は麻原彰晃の肉声テープや、元信者の証言から再現されたドラマなどから、もう一度

サリン事件を包括的に見つめ直したすばらしい番組だった。今一度過去を見つめ直す

というＮＨＫの姿勢、そして努力を積み重ねた取材のたまものとも言える番組だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「未解決事件 Ｆｉｌｅ．０２ オウム真理教」は、期待通りの

力作だった。多数の未公開テープを入手した取材力はさすがで、再現ドラマもよくで

きていた。特に山梨県旧上九一色村にあったサティアンを再現した大規模なセットは、

ＮＨＫだからこそできるものだと感心した。この番組によってあらためて国民の関心

をよみがえらせたことが、特別手配犯の逮捕を後押ししたのではないかとも思えるぐ

らいで、結果的にも非常にタイミングのよい放送だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「未解決事件 Ｆｉｌｅ．０２ オウム真理教」からは、オウム

真理教が起こした事件の背景に、麻原彰晃死刑囚の人格的な問題を見てとることがで

きた。もっとも興味があったのは、元来平和主義者だった信者たちが、マインドコン

トロールによって、どうしてあのように変わってしまったのかということである。た

だその点については、この番組ではあまり答えを出していないように思われるので、

マインドコントロールのおそろしさについて取り上げた番組を今後ぜひ放送しても

らいたい。 

 

○  ６月１日(金)の東北発☆未来塾「人を支えるチカラ 目からウロコ 本当の支援っ

てなに？」の再放送（６月６日(水)）を見ていて思ったのは、特に東日本大震災の後

になってから、学生をはじめ若者たちの考え方が変わってきていて、自らが前向きに

未来をつくっていこうとする気概を持った人が多いと感じられることである。これか

らの日本を背負っていくべき世代に向けて、ぜひこのような番組で楽しみな若者たち

を取り上げてもらいたいと思っている。 
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○  ６月４日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「ふたりが信じれば、大胆になれ

る 建築家 手塚貴晴・手塚由比」は、たくさんの要望に応えるよりも、たった一つ

の「とびきりのお気に入り」を作ることを目指す建築家夫婦について取り上げていた。

「プロフェッショナルとは」という問いに対して、妻の由比さんは「人が想像してい

なかった、予測していなかったいいものを提供できること」と答え、夫の貴晴さんは

「自分の仕事に自信を持っていること」と答えていた。二人とも４０代という若い夫

婦だが、とても感激する仕事ぶりであった。 

 

○  ６月６日(水)の「ニュースウオッチ９」で、ＡＫＢ４８の総選挙が行われたことを

リポートしていたが、これがニュースで取り上げるべきことなのか、疑問に思った。 

 

○  ６月１０日(日)のＮＨＫスペシャル「激動 トヨタ ピラミッド」は、トヨタの下

請けの部品メーカーによる海外進出を通して、日本の製造業が正念場を迎えていると

いうことを実感できる番組だった。今後もＮＨＫの海外拠点のネットワークを生かし

ながら、世界での競争にさらされている日本の産業や経済に関する問題提起や、私た

ちが考えるきっかけを提供していってもらいたい。 

 

○  ６月１１日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「道を究める、その先に てん

ぷら職人・早乙女哲哉」は、プロフェッショナルとはどういうものかを考えさせるよ

い内容だった。早乙女さんの友人である腕のいいフランス人シェフが店をたたんでい

て、早乙女さん自身も決してひと事ではないと感じていたようだが、いくらプロにな

ってもなかなか商売とは結びつかないものだということを感じた。 

 

○  プロフェッショナル 仕事の流儀「道を究める、その先に てんぷら職人・早乙女

哲哉」を見て、早乙女さんのように、あれほどお客様の満足を追求してもなかなか商

売が厳しいということを知り、彼のような職人の仕事がうまくいくような世の中にな

ってもらいたいと願う気持ちになった。エビのてんぷらを硬くて食べにくそうにして

いた年配の女性客に対して、早乙女さんが薄く切れ目を入れたアオリイカのてんぷら

を出したところ、彼女が満面の笑みを浮かべておいしそうに食べていた場面には、早

乙女さんの職人としての心意気のようなものを感じた。 

 

○  ６月１６日(土)の土曜ドラマスペシャル「永遠（とわ）の泉」（総合 後 9:00～

10:13）は、病身の妻を殺害した容疑者の国選弁護人を引き受けた弁護士が、事件の

真相を追う中で、自身の妻の死や心残りだったことに向き合い、前向きに生き始める

までを描いたドラマだった。人は誰しも弱いところを持っていて、人生の大事な場面
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でちゅうちょしたり尻込みしたり逃げ出したりして、それがもとで長い間心残りを背

負ったり人間関係をぎこちなくしたりするものだが、一方で何かを契機に凍てついた

思いや関係を解きほぐすこともできるのだと感じられる、いいドラマだったと思う。

阿蘇の山中や湿原、そして泉がシナリオとうまく合っていて、主演だけでなく脇役に

も芸達者がそろった秀逸なドラマだった。ただ、弁護士が生前の妻と天草を旅した追

憶の場面が出てきて、最後に弁護士が娘に対して、旅先で妻から感謝の言葉があった

ことを話す場面があったが、そこにいたる伏線の効果が不十分だったせいか、なぜ彼

がそんな大事な言葉をそれまでに話していなかったのか不可解に感じた。容疑者とそ

の妻の関係に比べて、弁護士とその妻をめぐるストーリー展開が弱かったと感じられ

て残念だった。 

 

○  ６月１７日(日)のＮＨＫスペシャル 宇宙の渚 第３集「４６億年の旅人 流星」

は、「宇宙用超高感度カメラで、３００近くの流れ星を撮影できた」という画期的な

報告をしたすばらしい番組になっていた。 

 

○  ドラマ１０「はつ恋」は、中高年の世代にとって昔を思い出させるようなドラマで、

今後のストーリーも楽しみである。 

 

○  ５月２７日(日)にＮＨＫ放送技術研究所で開催されていた「技研公開２０１２」を

見に行ったが、日曜日ということもあり幅広い年齢層の人がたくさん来場していて、

ＮＨＫの技術への関心の高さを実感した。会場にはスタンプラリーや体験型の技術展

示もあり、とても工夫されたつくりになっていた。特にスーパーハイビジョンの鮮明

な映像はすごい人気で、来場者は関心を持って見ていた。ＣＧ操作体験は子どもたち

に人気だった。ポスター展示も充実していて、退屈することのないイベントだった。

将来のテレビの世界を視認することができるとともに、新しい技術が着実に実現して

いくことが確信できた。幅広い研究開発の現場に触れること、そしてその研究に関心

を寄せる人が大勢いるという現実を確認できたことはとてもよかったと思う。 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２４年５月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 ５月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、２１日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

１０名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２３年度四国地方放送番組の種別ごとの放送時間」について、

報告があった。続いて、６月の番組編成、放送番組モニター報告および視聴者意向につ

いてそれぞれ説明があった。次に、しこく８「神さんの山 石鎚～冬から春～」を含め、

放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

副委員長   大塚 岩男（（株）伊予銀行専務取締役） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

植田  貴世子（（株）クラッシー代表取締役） 

笠木 寛治（高松赤十字病院院長） 

加藤 令史（愛媛新聞社編集局長） 

早川 賢治（帯屋町筋商店街次世代委員会代表） 

村上 仁士（徳島大学名誉教授） 

          渡部 淳 （（財）土佐山内家宝物資料館館長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜しこく８「神さんの山 石鎚～冬から春～」 

（４月２０日(金)総合 後 8:00～8:43）について＞ 

 

○  石鎚山の山頂で冬の雲海や朝日や霧氷の写真を撮影することにこだわる三浦聖さ

ん、愛媛県西条市小松町の旧石鎚村で山の恵みにより自給自足の生活を送る曽我部正

喜さんとテル子さん、石鎚の源流から得られる水を守り続ける西条市の人々、石鎚に

大漁と安全を祈る瀬戸内海の漁師たちを取り上げた４つの話が、冬から春にかけての

石鎚の美しい風景や魅力ある風俗の映像を使って制作されており、地元の西条市出身

の秋川雅史さんの語りも効果的で、それぞれの登場人物が石鎚を神さんとあがめ祈る

気持ちがよく伝わってきた。ただ、山頂から中腹、ふもとの西条市内、そして瀬戸内
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海と、場面を徐々に石鎚山から離していく展開にしたうえで、三浦さんの霧氷の撮影

や曽我部さんの家を訪れる郵便配達やテル子さんの石鎚山への“遺言”を、その展開

と分離して取り上げていたのが気になった。４つの話はそれぞれがおもしろいのに、

全体として散漫になった印象を与える一因ではないかと感じる。制作者がテル子さん

の遺言を番組最後に紹介することと、それぞれの場面をスムーズに切り換えていくこ

とにこだわったのではないかと思うが、４つの話をそれぞれまとめて紹介したうえで、

曽我部さんのことを最後に取り上げた方がよかったのではないか。 

 

○  「神さんの山 石鎚」というタイトルだが、石鎚がどの地域でどのように「神様」

と言われていたかを示す歴史的な経緯を示すものを紹介してほしかった。というのは、

「神さんの山」といいながら、因島の漁師が石鎚を神として漁の無事を祈るというエ

ピソード以外は、石鎚山が「神」であることと直接関連のない話だったからである。

この番組は、“観光”を意図しているのか、曽我部さんのように自然に囲まれて生き

る人生のあり方を描いているのか、石鎚が「神」であることのゆえんを紹介している

のか、テーマが絞り切れていないと感じる。また、たとえば瀬戸内海の映像に、地図

で撮影場所と石鎚の位置関係をテロップで表示するなど、「ここから見たら石鎚山が

このように見える」ということが分かるような工夫をしてもらいたかった。さらに細

かいことではあるが、山頂から撮影したものは静止画の写真が多かったが、特に遠方

を臨む様子など、すばらしい景色なので、もっと動画で見せてほしかった。 

 

○  全国的な知名度のある石鎚山を生活と精神のよりどころとしている人々とその風

景とを取り上げることで、石鎚の大きさを感じさせる番組になっており、とてもよい

テーマ設定だったと思う。因島の漁師たちが、石鎚を眺めながら漁をしているという

のは意外で新鮮だったが、同時に石鎚の“普遍性”のようなものを感じた。この番組

で取り上げていたものは、かつて放送されていた「新日本紀行」のような形で全国に

発信してもらいたいと思う。続編である「夏～秋編」を制作するにあたっては、地域

色を出しながらも、全国放送に通用するレベルを意識してもらいたい。なお、郵便局

員が曽我部さんの家に生活物資を届けに行く場面は、過疎化が急激に進んでいること

を象徴していたと思うが、郵便局だけでなく自治体をはじめ、さまざまな事業者が過

疎地域を支えていかなくてはならないと考える。この番組とは少し方向性が違うかも

しれないが、マスコミには人口減少社会について、データや事実に基づいて冷静で実

のある議論をリードしていくことが求められており、特にＮＨＫは豊富なアーカイブ

ス映像も使いながら、少子高齢化がどれほど進み、それがどのように社会の変化をも

たらしているかを実感させながら、問題を提起していってもらいたいと思っている。 

 

○  西日本最高峰の石鎚山がテーマということで視聴前から楽しみにしていたが、三浦
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さんの撮影した写真だけでなく、ＮＨＫのカメラマンが撮影した映像にも満足してい

る。平成２３年７月８日(金)のしこく８「清流 仁淀川 奇跡の色彩」が仁淀川のす

ばらしい映像だったので、今回の「しこく８」も自然の美しさを全面に出していく番

組だと予想していたが、それだけでなく、石鎚にいる人間とその心のよりどころとし

ての石鎚山の位置づけがよく分かるよい番組だと思った。四国をこえて、因島の漁師

たちまでもが石鎚山を心のよりどころとしているとは思いもよらなかった。また、西

条市の小学生たちが“打ち抜きの水”を飲んで「うまい」と言っていたのを見て最初

は不思議に思ったが、彼らが通う小学校の総合学習の授業で打ち抜きの水について説

明されている様子を見て、「うまい」と子どもたちが言うのにも納得することができ

た。打ち抜きの水を紹介するにあたり、この授業風景を取り上げたことはとてもよか

ったと思っている。石鎚から瀬戸内までが、すべて西条という一つの市の中にあり、

そこではこの環境を受け継ぐ子どもたちに石鎚のすばらしさを教えているというこ

とを、この授業の場面からメッセージとして受け取ったような気がする。曽我部さん

夫妻の「ふもとの町で見る夕焼けはさみしい」という言葉には感銘を受けた。また「ふ

るさとの命をつなぐために住み続けている」という言葉にりんとした生きざまが感じ

られた。自然の美しさ、ふるさとを守る人の生活、未来を受け継ぐ子どもたちへの教

育、そして石鎚を拝みながら生活する人々、この４つのテーマをたっぷりと見ること

ができる番組で、「夏～秋編」が今から楽しみである。 

 

○  霊峰・石鎚を心のよりどころにする人たちの笑顔と、石鎚の幻想的で神秘的な光景

が非常に印象的なドキュメンタリーだった。山に暮らす人たちだけではなく、因島の

漁師たちを取り上げた切り口もよかったと思う。元高校教師の三浦さんの表情からは、

石鎚を愛してやまない心根がにじみ出ていて、その妻の皆子さんが夫の安否を気遣っ

て無線の勉強をしたというエピソードにも心が和んだ。石鎚山の山頂や瓶ケ森に登頂

しての撮影はさぞ大変だったと想像するが、そのことだけでなく、天気のよさそうな

日を選んで登山計画をするなど、スタッフの苦労が伝わってきた。山懐に抱かれなが

ら石鎚を仰ぎ見て生活する曽我部さん夫妻が、郵便局員に助けられながら自然と一体

となって暮らす生きざまにも考えさせられるものがあった。西条市の“打ち抜きの水”

については、小学校の総合学習の授業を通して説明したというところに、番組構成の

工夫が感じられた。そして因島の漁師たちが、はるばる石鎚の山中で滝行をする慣習

や漁において石鎚を尊崇する心情が生き生きと映し出されていたと思う。こうした庶

民の石鎚に対する素朴な心情が美しい映像とともにほのぼのと描き出されていて、心

が癒やされる番組になっていた。ナレーターを務めた秋川さんも西条市出身で適役だ

と思ったが、霧氷が有名な山がほかにも結構ある中で、石鎚山の霧氷について「世界

でも珍しい」というナレーションをしていたことについては疑問を感じた。 
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○  昨年度高知放送局がテーマとしてたびたび取り上げてきた「仁淀川」が四国の深い

谷から一挙に南流して太平洋に流れ出る川であるのに対して、四国の中央にそびえる

石鎚から北側に、伏流水という形で下流に恵みをもたらす加茂川の流れ方はとても対

照的で興味深かった。この番組には、山の自然映像とともに、石鎚を中心とするさま

ざまな人間模様を紹介するという２つの主題があり、それぞれの場面では大変おもし

ろかったと思う。ただ「冬から春」というタイトルについては、自然描写には当ては

まると思うが、人間描写に関してはこうした季節感と関連性が薄かったような気がす

る。全体としては目配りがよく、いろいろなものを紹介していたとは思うが、そもそ

もこの石鎚山が信仰の山であることの前提を詳しく説明する必要があったのではな

いか。石鎚信仰は西日本に広く存在していて、伊予だけあるいは瀬戸内海だけでなく

広がっているものであるから、単に生活の中で「神さん」と呼ぶということではなく、

そうした信仰の前提が説明されてこそ、たとえば因島の漁師たちが石鎚で修行する意

味も分かるのではないか。また、石鎚山の規模だとか山の高さとか、それぞれの位置

関係など、制作者の側では分かりきっている情報について、見る側に一から説明する

ことによって、より分かりやすい番組になったのではないか。 

 

○  石鎚の自然を映した映像はハイビジョンならではのものであり、映像技術の進歩を

感じさせた。山が生み出す風景とか、山頂から見える高知市の空の美しさなど、まさ

にそうした技術のすごさを示していると思う。ただし、この番組を見て驚いたのは、

そうした自然の美しさから、話題を徐々に精神的なものへと移していったことである。

そして自然のきれいな映像があるからこそ、その地域に住む人々の純粋な気持ちに説

得力と臨場感を感じた。三浦さん、曽我部さん夫妻、“打ち抜きの水”を説明する小

学校の授業、漁師たち、そして祭りのシーン、それぞれがナレーションではなく、人々

の自分自身の声で石鎚を語らせていたため、山に対する思いを非常に率直で素直に見

ることができた。「神さんの山」というタイトルからは“信仰”という要素をイメー

ジしていたが、実際には、ふるさとに対する人々の気持ちをあまり装飾せずに純粋に

見せてくれた番組であり、非常に感動した。石鎚山がテーマではあるが、日本のどこ

にでもあるふるさとと人との関わり合いについて、本質的なところをわれわれに伝え

ている番組だと感じた。落ち着いたナレーションや壮大な音楽も手伝って、利便性な

どとは関係のない世界でも人間は自然と向き合って豊かに暮らしているという、人間

が生きていくうえできわめて大事なことを、石鎚山を通して私たちにも知らせてくれ

た番組だった。 

 

○  石鎚山の風景、とりわけ時々刻々と表情を変えるその映像が非常に美しかった。山

頂から眺める雲海と朝日、あるいは瓶ケ森の霧氷の景色をとらえた三浦さんの写真も

とてもきれいだった。番組全体を通して、これらのめったに見ることができない美し
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い景色に感動した。過疎高齢化が進んだ四国の中山間地では、集落の衰退という非常

に厳しい状況があるにもかかわらず、この番組はそうした悲惨さが一切感じられない

つくりになっていた。山に感謝と畏敬の念を抱いている地域の方々の姿がクローズア

ップされていて、まさに「神さんの山」であることが実感された。特に瀬戸内海で暮

らす漁師の箱崎庵治兼さん、セキコさん夫妻は高齢だがとても元気でよい表情をして

いて、彼らを通して今も息づく石鎚信仰のありようをうまく表現していると思った。

秋川さんのナレーションも、低音のきれいな声でとてもよかった。曽我部さん夫妻を

紹介した１６年前の映像を入れることにより、実は山の暮らしが豊かで、曽我部さん

がずっと山に住み続ける理由がそこにあるということを、言葉を使わずに説明してい

たことがわかり、こうした何気ない演出に感心させられた。ただし、「冬から春」と

いうタイトルであれば、まさに衰退の一途をたどる石鎚を取り巻く集落がある一方、

ふもとの方で「新しい芽」ともいうべき、これから発展していきそうな新たな動きを

取り上げることが、この番組の終章にふさわしいのではないか。 

 

○  この番組は、人をして自然を語らしめる、という手法で制作されていたように感じ

るが、自分としては番組の最初から、そのねらい通りに“人”に視点を置いて見てい

たと思う。温暖な四国にありながら、標高 1,982 メートルという厳しい山の表情を持

つ西日本一の山、そして広島、山口、九州の人々に親しまれてきたという事実をあら

ためて認識し、身近にこうした貴重な存在があったことに気がつき、石鎚にまつわる

それぞれの物語に引き込まれるようにして番組を視聴した。昔ながらのよろずやを営

む皆子さんが、夫の安否を確認するために無線を独力で勉強したという努力に、夫へ

の深い愛情を感じた。そしてその妻に支えられて自らの信奉する風景を追い続けた三

浦さんの写真はどれもすばらしかった。雲海や星空、霧氷の美しさはもとより、シャ

ッターを切る三浦さんの純粋で無邪気な表情やしぐさには心打たれた。曽我部さんの

物語にも感動したが、正喜さんがディレクターに対して袋の中にある写真を見せて語

ったことをもう少し聞かせてもらいたかった。また、夫婦のどちらかが倒れたら山を

下りるという覚悟には、彼らとさみしさを共有できた気がする。そして夫婦の暮らし

を支えている郵便局員の姿には、まるで一時代昔へとタイムスリップしたような、人

の温かさというものが感じられ、このような人を思いやる必然がまだ現実にあること

に安心した。そしてテル子さんが読んだ石鎚山への遺言は、とても素朴な歌で、目を

閉じて聞いていると情景が目に浮かぶようであり、彼女の石鎚への思いが素直に表現

されていると感じた。石鎚神社を参拝した漁師たちが、神社に奉納する鯛について「取

ったんじゃない、盗んだんじゃない、網にかかってくるんだ」という言葉がとても印

象的で、時代が置き忘れた、人のあるべき姿みたいなものを感じた。箱崎さん夫妻が

「死ぬんじゃったら一緒じゃ」と言って石鎚に見守られながら２人で漁をする暮らし

には、ある意味であこがれのようなものを感じた。一滴の水が山を下りて加茂川に流
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れ着く場面に続いて、下流に広がる町の 2,000 か所にものぼる打ち抜きの水を子ども

のあどけない表情とともに紹介した後で、学校の授業風景を通してその水の正体を知

り得るという演出にはたいへん感心した。この一連の演出では、山から生まれる水、

水のしずく、空気といった美しい映像そのものが全場面を通して語り部となっていて、

私たちに石鎚の姿を伝えてくれていると思う。この番組は、町、山、海といったさま

ざまなところにいる人がそれぞれに自然と共生していて、山を心のよりどころにして

いることを、とても情景豊かな物語を通して私たちに知らしめる、すぐれた構成の、

いわゆる“ドラマ”だったと思う。記録として見ると少しバラバラな感じもあるが、

秋川さんが口ずさむ歌に加え、「私のふるさとには神さんの山があります」という結

びのコメントがとてもしゃれていて、ドラマとして見ると、非常に美しくてあたたか

い石鎚を中心に育まれた感動的な物語だと思った。疑問として残ったのは、たびたび

登場する祭りのシーンが、「神さん」ということに関連づけているようでいてあまり

印象に残っていないということである。そしてもう一点、「冬から春」という季節感

をあまり感じなかったので、タイトルにもう少し工夫があってもよかったのではない

か。 

 

○  非常に映像が美しく、雲海と太陽が昇っていくところ、そして加茂川に流れていく

一滴一滴の水の清らかな美しさは、石鎚の神聖さを言葉でなく映像で表していたと思

う。旧石鎚村の１６年前の映像では、正喜さんの母・スミさんが腰をかがめて山を拝

んでいたが、その姿には信仰というよりも、もっと深く広く人々を見守ってくれてい

る山への思いを感じた。漁師が石鎚神社に向かうバスの中で、「みんなが平等でなく

てはならない」と話していたが、その様子を見ていると、山の神々しさを信じる石鎚

を崇拝する人たち自身が神のように思えてきた。あたかも「幸福度」が高いと言われ

ているブータンのように、信仰があり、そこでの暮らしに満足しながら一生を送って

いく人たちがいて、何か今の時代に失われがちなものが日本にもあることを示してい

る番組だと思った。それだけに、番組最後での集約のしかたがいまひとつ十分でなか

ったと思う。また、秋川さんがナレーションの中で自分自身の記憶を述べていたが、

説明としての語りと混同してしまうような印象があった。ともあれ、三浦さんの写真

などのように、私たちが日常の中で目にしているものから題材をピックアップして作

る番組というのは、とても説得力があり、よいものになると感じた。非常にすばらし

い映像で、心が洗われるような人と人とのつながりも見ることができ、見終わった後

は心がおだやかになった番組である。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

この番組を制作しようと思ったのは、三浦さんの写真の美しさか
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ら、石鎚の四季を描いた番組を制作したいと感じたことがきっかけ

である。ただ、実際にふもとの町に住んでいる人々を取材するうち

に、山が人々の誇りになっていることが分かってきた。地域に暮ら

す人たちにとっての「山」を語ってもらうことで、私たちが自然と

共生していくことについて考えられる番組ができないかと思った。 
「神さんの山」というタイトルをつけたのは、曽我部さんも漁師

たちも石鎚を「神さん」と呼んでいて、「神さん」という表現が地域

の人々の山に対して抱く等身大の気持ちの象徴だろうと思ったから

である。 
ご指摘のあったとおり、瀬戸内海の因島などと石鎚の位置関係な

ど、情報の出し方については、工夫の余地があったかもしれない。 
この番組で「世界でも珍しい霧氷」という表現を用いたのは、「霧

氷」は形成される自然条件が限られるうえ、瀬戸内海の湿った空気

が強い風に乗って凍りつき、シャープな形状にできる特徴があるか

らだ。 
石鎚が古来から「信仰の山」であるという前提が不足していたこ

とや、番組の集約のしかたにまだ検討の余地があったというご指摘

は、今後の番組制作において心がけておきたいと思う。この番組で

は、撮影した素材にできるだけ手を加えず、人々の語る言葉を厚く

伝えようと、構成にチャレンジした。視聴者の受け止め方によって

は、不親切な印象になったという点はあるかもしれない。 
秋川さんが番組のナレーションを担当するのは初めてだった。秋

川さん自身、石鎚山を毎日見ながら暮らしていた方なので、とても

うまく地域の人の心を伝えてくれたと思う。 
後編となる「夏～秋編」の制作に向けては、今まさに取材を行っ

ているところであり、今年１２月に放送する予定である。 
 

○  幼少のころから、家の東の方向を見れば雄大な石鎚山がそびえ立っており、石鎚山

は自分にとって最も親しみのある景色の一つだが、この番組からは霊峰としての石鎚

山の自然の厳しさがひしひしと伝わってきた。旧石鎚村に２人の人が住んでいるとは

思わなかったが、曽我部さん夫妻の自然と共生している姿や、夫婦のどちらか一人が

倒れれば山を下りるという現実に時の流れを感じた。「夏～秋編」では、石鎚の自然

の恵みについて、もっと幅を広げて取り上げてほしい。全体としてまとまりのあるい

い番組だった。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月１４日(土)と２１日(土)に前後編が放送された土曜ドラマスペシャル「あっこ

と僕らが生きた夏」（総合 後 9:00～10:13）は、印象に残るドラマだった。野球の

実写ドラマというのは撮影が非常に難しいと思うが、不自然なプレーが目立つことな

くよくできていたほか、主人公を演じた川島海荷さんをはじめ、部員や家族、主治医

らの演技にも引き込まれた。 

 

○  ４月１９日(木)のＢＳ歴史館 シリーズ・今いてほしい！？ 日本を変えたリーダ

ーたち（１）「西郷隆盛～命もいらず名もいらず～」を見て、司会の渡辺真理さんの

話の進め方が大変うまいと思ったが、番組の展開のしかたも大変うまかった。西郷の

魅力が番組最初にひと通りすべて紹介されたあとで、リーダーの流儀や策略家として

の西郷について分かりやすく説明されていた。その合間に西郷を演じたことのある高

橋英樹さんや、歴史学者の話が挿入されていたのもおもしろかった。西郷の名言もた

くさん紹介され、教育番組であると同時に、歴史の専門知識がない私たちにとっても

ためになるような番組だった。 

 

○  ４月２５日(水)のＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ 医療研究の最前線「老

いを止める～人類の夢は実現するか～」は、オーストラリア人の生物学者であるブラ

ックバーンたちが解明した不老長寿のメカニズムを紹介していて、とてもおもしろか

った。最も興味があったのは生活習慣と寿命の関係で、仕事のストレスから解放され

リラックスしてマイナス思考から脱却することで長生きするということも分かって

いることを知り、非常に楽しく見た。 

 
○  ４月２６日(木)のラジオ深夜便「わが心の人・アンコール～西岡常一」で、宮大工

で西岡さんの弟子だった小川三夫さんが出演していた。小川さんの、西岡さんに教え

られたことを継承して自分が今弟子に教えているということや、大きな木の幹がなけ

れば古代の建築は再現も補修もできないといった話を聞いてとても感銘を受けた。 

 
○  「探検バクモン」は、これまで放送していた「爆問学問」がトークによる知識のや

りとりが中心だったのに対し、われわれが見たことがない物事の裏側について、わか

りやすく見せてくれる番組である。５月２日(水)の「“海猿”たちの秘密基地～海上

保安庁」では、北朝鮮の工作船の乗組員が保持していた武器や、工作船に搭載されて

いた自爆用のスイッチなどが、工作船を捕らえようとした際に海上保安庁が撮影した

衝撃的な映像とともに紹介されていて、とても興味深かった。 
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（ＮＨＫ側） 

６月２７日(水)の「探検バクモン」では、愛媛県内の造船所で、高

さ８０メートルの巨大なクレーンが船を造っていく様子を紹介する

予定である。 
 
○  ５月５日(土)のＮＨＫ大分放送局開局７０年記念ドラマ「無垢（むく）の島」（総

合 前 10:05～11:18）は、高知発地域ドラマ「カゲロウの羽」とはまたひと味違っ

ていて、ほのぼのとした離島を舞台にしたドラマだったが、このドラマも高知発地域

ドラマ「カゲロウの羽」に負けず劣らず感動的な物語だったと思う。 

 
○  「にほんごであそぼ」は、言葉遊びをしながら、子どもたちに楽しく日本語のよさ

を伝える番組だと思って注目している。５月５日(土)の「みんなそろってややこし

や！？ にほんごであそぼ１０周年特番」（Ｅテレ 前 9:00～9:45）は公開番組だ

った。出演していた子どもたちは、舞台で野村萬斎さんらと一緒に歌ったり踊ったり

するのを、延々と続けていて、かなり練習をしていたことがうかがえた。最も驚いた

のは、山上憶良の「子らを思ふ歌」などの有名な名文が、うなりやベベンという男性

によって歌にされていることだった。このように歌を何度も何度も歌っていくという

のは、くり返し聞かせて体に覚えさせるという日本の口承文学そのものであり、こう

したすばらしい番組が１０周年を迎えたことをうれしく思った。この番組がもっと長

く続いていくことを期待する。 

 
○  ５月８日(火)から４日連続で「ＢＳドキュメンタリー シリーズ ビンラディン殺

害１年」を放送していたが、私たちが当時ニュースの表面でしか知らなかった事実の

裏側について、関係者の証言とニュース素材とを通じて知ることができる番組だった。

あらためて時間が過ぎた後に見ることで感慨深いものがあったり、当時とは違う感じ

方をしたりする点において、このようなアーカイブスを使ったＮＨＫの番組はとても

すばらしいと思う。ＮＨＫスペシャル 未解決事件「Ｆｉｌｅ．０１ グリコ・森永

事件」を見ても、事件の裏側に隠された日本の警察のシステムや、事件のバックボー

ンがよく分かったが、このように年をとってからあらためて物事を見るというのは非

常におもしろいことだと思っている。 

 
（ＮＨＫ側） 

５月２６日(土)と２７日(日)には、ＮＨＫスペシャル 未解決事件

「Ｆｉｌｅ．０２ オウム真理教」が放送されるが、力作なのでこ

ちらも楽しみにしてもらいたい。 
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○  ５月１５日(火)にかけて、沖縄の本土復帰４０年に関するさまざまなニュースや、

ＥＴＶ特集「テレビが見つめた沖縄 アーカイブ映像からたどる本土復帰４０年」

（５月１３日(日)）などの番組が放送されていたが、沖縄の基地問題の議論がなかな

か前進していかないのは、沖縄県民とそれ以外の人々の意識、とりわけ歴史認識に違

いがあり、その溝が埋まっていない状況が続いていることにあると考えている。日本

人は、沖縄の問題を現在の視点でしか見ておらず、逆に沖縄の人たちが本土に対して

どのように思っているかを理解できていないのではないか。そもそも独立国だった琉

球は、江戸時代の初めに薩摩藩に侵攻され、明治になって廃藩置県によって完全に独

立を失った。太平洋戦争では、日本が戦争の継続にこだわっているうちに沖縄戦が起

き、大きな被害を受けた。そして敗戦後、アメリカに譲渡され、本土復帰後も米軍基

地の問題が残ることになった。こうした経緯を見る限り、日本が加害者で沖縄が被害

者であるという事実関係があるものの、沖縄の人自身がそのことをはっきりと言えな

いというところに、沖縄以外の人との間にわだかまりが存在し続けているような気が

する。沖縄の問題にこだわった番組制作をするのであれば、江戸から明治、そして太

平洋戦争の前後にいたる 400 年にわたる歴史を軸に、日本と沖縄の関係を掘り下げて

いく番組で、現在の政治のこう着状態を打開し、沖縄とそれ以外の国民どうしが理解

し合える関係を築くきっかけとなるのではないかと思う。 

 
○  大河ドラマ「平清盛」はもっぱら低視聴率だという評判のようだが、見ていると歴

史に対する発見や納得があり、とてもおもしろいと思う。 

 

○  ４月からＥテレの語学番組が変わることを紹介していた番組案内を見たことがき

っかけで、英語の番組を中心に見ているが、番組だけでなく、ホームページも内容が

充実していて、放送を見逃してもホームページを見ながら学習できるようになってい

ることに感心した。これまではＮＨＫの語学番組で勉強しようとしても１か月もしな

いうちに挫折していたが、このようにテレビとインターネットが連動することで学習

が続けやすくなったと感じる。まさに語学番組が「変わった」という感じで、これは

語学を勉強したいという若者たちにとっても“ＮＨＫ離れ”をさせない取り組みの一

つになるはずである。他のジャンルの番組でもこのようなインターネットとの連携を

より進めてもらいたいと思う。 

 

○  ＢＳ時代劇「陽だまりの樹」は、市原隼人さん演じる堅苦しくて融通が利かない面

はあるが無骨で頼りがいのある伊武谷万二郎と、成宮寛貴さん演じる女好きでなまけ

者だが医者としては能力・見識の高い手塚良庵とが、行き違ったり助け合ったりしな

がら成長して、夢や希望を実現し、未来を切り開いている様子をうまく描いている。

手塚治虫の原作をかなり単純化しているように思うが、原作で描かれているこの２人
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の心意気はしっかり残されていて、市原さんと成宮さんの演技は役にはまっていると

思う。これからのストーリーがどのように展開していくか、楽しみである。 

 

○  「ラジオ深夜便」は、力のこもった対談など、とてもおもしろい内容で、早朝に目

が覚める高齢者にとって日々の生活の支えになっていると感じている。 

 
○  沖縄の基地問題についても、原子力発電所の問題にしても、情報が錯そうしている

中で、私たちがしっかりと考えたうえで地に足をつけて議論することが難しくなって

きているように思われる。民放の情報番組で、主要な新聞各紙の朝刊や夕刊の記事を

並べて紹介し、コメンテーターとともに話をふくらませているのをよく見るが、ＮＨ

Ｋの報道には、データや事実を独自に収集し客観的に分析することを積み重ねたうえ

で、建設的な議論をうながすような問題提起を期待する。特に若者があまり政治に参

加できていない傾向もあるように感じるが、たとえば人々が集まって意見をぶつけあ

う番組なども、建設的な議論が巻き起こるきっかけになるのではないかという気がし

ており、このような放送をＮＨＫの役割と認識してもらいたいと思っている。 

 
○  先日、ＮＨＫ放送センターにある「ＮＨＫスタジオパーク」を見学する機会があっ

たが、まさにテーマパークと呼ぶにふさわしいところだった。入り口近くにあるスー

パーハイビジョンは圧巻で、ちょうど「第６２回ＮＨＫ紅白歌合戦」でＥＸＩＬＥが

歌っているところが上映されていたが、まさに次世代のハイビジョンはこんなふうに

なるのだというのを実感して感激した。「ＮＨＫクエスト」はクイズ形式でＮＨＫの

ことがだんだん分かる仕掛けになっていた。「クリエイティブラボ」では、ＢＧＭと

映像の組み合わせによって見え方が変わることを体験でき、「アニメファクトリー」

では、アニメのアフレコを実体験することができる。「スタジオパークＮＥＷＳ」は

ニュース番組の制作体験ができるコーナーで、「ネイチャーカメラマン」はＮＨＫの

カメラ技術を実際に見ることができるコーナーだった。大人がいちばん楽しめると思

うのは、「大河ドラマ」や「連続テレビ小説」の歴史を振り返る「ドラマライブラリ

ー」である。地域局のニュースなどが発信したものを見ることができるコーナーがな

かったのは残念だったが、いろんなグッズを売ったショップや食事ができるカフェも

あり、ぜひ訪れてもらいたい場所である。 

 
（ＮＨＫ側） 

放送技術という点で言えば、５月２４日(木)から４日間、ＮＨＫ放

送技術研究所を一般公開する。スーパーハイビジョンをはじめとし

て、眼鏡なしで立体像が見られるインテグラル立体テレビなどの「将

来のテレビ」を目指した技術開発を中心に紹介している。 
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ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２４年４月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 ４月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１６日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

８名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、５月の番組編成、放送番組モニター報告および視聴者意向について

それぞれ説明があった。次に、高知発地域ドラマ「カゲロウの羽」を含め、放送番組一

般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

 

委 員 長   竹田 美喜（松山市立子規記念博物館館長） 

委  員   今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

植田  貴世子（（株）クラッシー代表取締役） 

笠木 寛治（高松赤十字病院院長） 

加藤 令史（愛媛新聞社編集局長） 

早川 賢治（帯屋町筋商店街次世代委員会代表） 

村上 仁士（徳島大学名誉教授） 

          森 映一 （ＪＡ松山市代表理事組合長） 

 

 

（主な発言） 

 

＜高知発地域ドラマ「カゲロウの羽」 

（３月２５日(日)ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 0:00～0:48）について＞ 

 

○  仁淀川流域の山村の風景の美しさや、透明な水や水中に写るカワガラスの色彩の変

化、地元名産の和紙に透かして見える幻想的な集落の景色、そこで営まれる里山の生

活と人間愛など、どこか今、現代人が忘れかけている平和な時空間が流れているよう

に感じた。仁淀川の上流域が多雨地帯のため、川が増水しても流されにくい沈下橋が

あること、そしてダムが造られてからはそこまでの洪水が起きなくなったことなど、

高知の自然について制作者がよく理解していると思った。和紙は非常に色彩豊かで実

に美しく仕上げられていて、カワガラスが水中で色彩を変化させる一瞬をとらえた映

像とともに、物語の中で象徴的な存在として表現されていた。また、飛んでいく赤い

“カゲロウの羽”を追って子どもと一緒に沈下橋を渡ることで主人公がトラウマを克

服するシーンを見てもわかるように、短い時間の間に幾重にも伏線が張られていて、
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主人公の変化を象徴させようとする制作者の意図が見える技巧的な作品だと思った。

主人公の父親を演じた石橋蓮司さんの表情や所作、語り口といった演技が非常に見事

で、和紙づくりにかける姿、娘への心配、子どもへの愛情表現、葛藤する人間の内面

がよく伝わってきた。ただ、決して土佐弁のせいではないと思うが、会話が聞き取り

にくい場面がたくさんあったのは残念である。 

 

○  主人公の楠木小夜子の素朴な人となりや、弦之助の無口でいて優しさを思わせる職

人気質、幼なじみの宮田三郎の友を思うさりげない思いやり、おせっかいやきのおば

ちゃんの村山敏子の愛情、それぞれがみな仁淀川のありのままの姿とうまくマッチし

ていて、しかも温かい涙を誘ういいドラマになっていた。 近よく見るドラマは、全

部与えられてしまうがゆえに、考える必要がなく結果として感動することがないもの

が多いが、このドラマでは、あるシーンやせりふ、登場人物のしぐさがドラマに対す

る理解を深めてくれるという点で、見応えがあったと言える。敏子の「ここらでカギ

の要るもんか」という言葉は、この地域のコミュニティーの性質をよく表現しており、

三郎が「カワガラスは誰も見ていないところで光り輝く」と言った言葉は、カワガラ

スというあだ名で呼ばれる小夜子に対する優しい励ましの気持ちを感じることがで

きた。晴と弦之助の入浴シーンでは、弦之助の温かい人間味を映し出していたし、ふ

たりで和紙すきをしている場面は、小夜子の幸せを願う父親の背中を思わせた。食卓

に置かれた皿鉢料理は、小夜子の幸せにつながるシーンであり、料理の映像そのもの

がわたしたちに何かを語りかけていたような気がする。ドラマの前半ではうつむき加

減だった晴が、小夜子の心の扉が開いていくのにあわせて前を向くようになってきて、

やがて２人でたこをあげる時にともに空を見上げる様子は、２人の心のうつろいを物

語っていた。妻の墓の傍らで酒を飲みながら、娘の結婚を喜ぶ弦之助の姿と、「仁淀

川はおまんだ、ずっと変わらんとにわしと一緒におる」というせりふは、まさに小夜

子の心中を表現していたようにも思う。あえて物足りなかったところを言うとすれば、

村や川の情景をもう少しゆったり、じっくり眺めたかったという点と、弦之助の職人

気質の成果である典具帖紙（てんぐじょうし）の存在をもっと主張させてもよかった

のではないかという点である。 

 

○  セリフが聞き取りにくく、また高知の方言が理解しにくかったのが残念だったが、

老人と主人公と子どもの心温まる交流が描かれていて、特に愛情表現が下手な職人気

質の老人役の石橋さんの演技が印象的だった。ただ、見ていて全貌がなかなかつかめ

ないドラマだった。物語の半ばになってようやく、仁淀川が氾濫したために主人公の

母親が川に流されて亡くなったということを知ってあらすじをつかむことができた

が、それを説明する場面をもっと早めに出してほしかった。どんなドラマでも 初の

数分間は登場人物の関係がわからないのは当然だが、洪水の音がしたシーンで、それ
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とともに、過去に何があったかをはっきりとわかるような映像を入れるなど、集中し

て見ていなくてもある程度理解できるような設定にはできなかっただろうか。ひとつ

ひとつの場面はおもしろかったが、状況がわからずにチャンネルを変えてしまう視聴

者もいたのではないか。また、主人公のお見合いの相手については、香川県の離島で

働く多忙な医者が、子どもを連れてはるばる高知県まで来るというのが不自然な気が

した。そしてその子どもは主人公の家にそのまま泊まってしまうのだが、翌日は学校

に行かなくてよいのだろうかと気になってしまった。 

 

○  平成２３年７月８日(金)のしこく８「清流 仁淀川 奇跡の色彩」で“ブルーエン

ジェル”と呼ばれていたカワガラスや、仁淀川の美しさが印象に残っていたので、こ

のドラマでその番組の映像を随所に使い、内容もそれに絡めていたのがよくわかった。

だが、しこく８「清流 仁淀川 奇跡の色彩」を見ていない人にとっては、仁淀川の

流れやカワガラスについて、このドラマに対して同じように感動できたかどうかは疑

問である。また、何度聞き直しても土佐弁がわからなかったので、主人公が母親を亡

くしたことで負った心の傷について、どのように言っているのか理解できなかったの

が残念だった。高知の言葉について字幕など何らかの形で説明があると、ドラマをも

う少し深く理解することができたと思う。 

 

○  清流の仁淀川と伝統工芸の土佐和紙が舞台になっているのは、地域発のドラマにふ

さわしいと思った。しかも主人公の少女時代を演じた梶原妃奈子さんや見合い相手を

演じた槌谷大作さんなど、高知県在住の俳優が出演しており、制作者のこだわりが伝

わってきた。石橋さんの演技はいい味を出していたほか、見合い相手の息子を演じた

込江海翔くんの演技にも好感が持てた。この２人がお風呂に入っているシーンは、せ

りふがないが細やかな演出が感じられ、見ていて思わず心がゆるんだ。この地域を構

成する要素が盛りだくさんに入っていて、沈下橋やカワガラスはもちろん、近所のお

ばあさんが作ったサトイモを通して地産地消をアピールした給食のシーンなど、地域

発ドラマにふさわしいアクセントになっていた。強いて気になったところをあげると

すれば、香川県の離島で働く医者と、高知県の山村に住む女性が見合いをすることに

なったいきさつがよくわからなかったという点である。 

 

○  小夜子の父親を演じた石橋さんは、悪役を演じることが多い俳優だが、このドラマ

で彼が見せる表情を見るにつけ、このような口数が少ないがどこか憎めないところが

ある役に彼を起用したのはとてもよかったと思った。今回取り上げた仁淀川は、石鎚

山の面河から高知県側に流れ出る河川であるが、愛媛県側を流れる面河川のほうもぜ

ひ特集してもらいたい。また、今後は四国各局がかわるがわる年に１度ずつぐらい地

域発ドラマを制作していくと、興味を持って見られるのではないだろうか。 
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○  物語そのものはそれほどドラマチックではないが、仁淀川の風景と高知の風土の雰

囲気がほのぼのと温かく伝わってきた。また、「いごっそう」とか「はちきん」とか

言われる高知の人がどのようなものかがよく吟味されていて、大酒飲みで豪快という

だけでなく、少しシャイなところも人見知りをするところもある土佐人の魅力を脚本

家やディレクター、そして俳優陣たちがよく理解していると思った。ただ、ドラマが

地域振興をもくろむあまりに高知のＰＲに走りすぎてしまうと視聴者は逆に興ざめ

すると思うが、この地域の特産である「土佐典具帖紙」をもう少しうまく引き立てる

ことはできなかっただろうか。土佐弁のせりふは非常によくできていて、違和感もな

かった。皿鉢料理が置かれている食卓も、それを囲む人間たちも特別な感じもなくご

く自然に描かれていた。そしてもっとよかったと思えるのは、このドラマの放送にあ

たり、高知放送局がいろいろなグッズを作ったり、わかりやすいホームページを作っ

たりしてドラマを盛り上げようとした熱意が伝わってきたことである。 

 

○  沈下橋のたもとに立ちすくむ少女の映像で始まるドラマ冒頭の場面は、この物語の

テーマを象徴しているような気がして、とてもひきつけられた。また、単にせりふが

少ないドラマということだけでなく、小夜子や晴が見せる静かな表情や、敏子という

おせっかいなおばさんというキャラクター、ちょっとした小道具など、見ている側が

感情移入できるような演出のしかたがとてもよいと思った。ただ、始まりが象徴的な

シーンだっただけに、 後が結婚式の写真で終わったのは、具象的すぎて必要性が感

じられず、とても惜しい気がした。一方、石橋さんが演じる弦之助がお墓に寄り添っ

て酒を飲んでいるシーンはすごいと思った。お墓参りをするときは墓に正対するのが

普通だが、まるで妻に寄り添うかのように、墓石の隣に座っている姿はこれまで見た

ことがなかった。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

この番組は開局８０周年を迎えた高知放送局が初めて制作したド

ラマであり、ディレクターにも技術担当者にも経験者がほとんどい

ない中での挑戦だったが、日頃から深い取材を積み重ねている地域

放送局の強みは生かせると思った。そこで、カワガラスをはじめ、

仁淀川の膨大な映像素材があることをもとに、逆算するような形で

人間ドラマを描こうと考えていった。制作を手がけてみて、ドラマ

というのはその地域の魅力を 大限に引き出すことのできるジャン

ルの番組だと実感している。実際に、このドラマを放送することで

大きな反響をいただき、その意味においては地域に貢献できたと思

っている。 
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たしかに４８分という放送時間の中に多くの要素を盛り込んだた

め、制作にあたっては、自然を見せつつ人間模様もどれだけ見せら

れるかという葛藤の連続だったが、やはりもう少し仁淀川の自然の

描写に時間を使ってもよかったかもしれない。 

このドラマは、せりふが少ないのが特徴的である。自分の心情を

自分では語らないドラマで、 近よく見るドラマとは一味違うと思

う。せりふが少ない中で、役者の演技も含めて演出でどれほど伝え

られるかが制作するうえでのポイントだったが、結果的には、語ら

ないからこそ見る人に考える余地を与えることになったのではない

だろうか。 

子どもが主人公の家に泊まってしまったため、学校に行っていな

いのではないかということだが、お見合いした日が金曜で、子ども

はそのまま土曜・日曜にかけて高知に滞在しているという設定であ

る。 

登場人物の土佐弁が伝わらなかったというのは、反省すべき指摘

だ。とはいえ、あまりに標準語に近い言葉になっても味わいがなく

なってしまうし、その点は脚本制作の段階から相当苦労したところ

である。また、その土地ならではのものについて、少し説明が足り

なかったということも反省している。「こうぞ蒸し」については、

「和紙の原料 こうぞの樹皮をはぐ作業」という字幕をつけている

が、「土佐典具帖紙」については説明を省略した。字幕を出すことで、

その情報によって、見る人の気持ちが物語から現実に戻されてしま

うのではないかと考えたからだが、今となってはやはり字幕で説明

した方がよかったとも思っている。 

このドラマには、脚本に書き、実際に撮影したにもかかわらず、

４８分という放送時間に収めるためにカットしてしまったシーンが

たくさんある。脚本上では、ドラマの 後は、冒頭のシーンにおい

て橋のたもとで立ちすくんでいた女の子が橋を渡るというシーンに

なっていたが、さわやかにわかりやすく終わらせたほうがよいので

はないかというのがわれわれの出した結論で、あのように結婚式の

写真のシーンとなった。また、小夜子が離島の医者とお見合いする

にいたった経緯なども、限られた時間の中で取捨選択したがために

描ききれなかったというのが実際のところである。 

主演のあらいすみれさんは、何気なく見たＣＭに好感を持ったこ

とがきっかけで起用したが、もっと有名な俳優を主役に据えるより

も、より視聴者にニュートラルな視点で感情移入してもらいたいと
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いう思いもあった。そのかわり、石橋さんや角替和枝さんといった

ベテランの俳優を脇に固めることにした。特に石橋さんは、絶妙な

間の取り方など、さすがの演技だったと思う。お風呂で子どもに水

をかけるシーンは石橋さんのアドリブだが、このシーンも含め、石

橋さんは初めて演出を手がける自分と対等に議論をしながら撮影に

取り組んでくれた。まさに彼の胸を借りながら、現場で一緒にドラ

マを作ることができたという思いである。 

 

○  「土佐典具帖紙」というくらいであるから、高知ならではの由緒のある製品だとい

うことをアピールできるので、やはりそれを説明する文字情報を入れたほうがよかっ

たのではないか。 

 

○  このドラマは、高知の仁淀川流域を舞台に、人生の再出発を果たす主人公の女性、

小夜子をあたたかく真っすぐに見据えて、大変うまく制作していると感じた。特に、

小夜子が晴や弦之助との生活や交流により自分の殻を破ってゆく様子や再出発する

姿が自然にかつ魅力的に描かれ、ドラマの中に引き込まれ、目を離すことができなか

った。また、紙すきやこうぞ蒸し、カワガラスのような仁淀川流域の伝統工芸や風俗、

自然を不自然に感じることなくストーリーに織り込んでいると感心した。さらに、カ

ワガラスの変身に絡めて、小夜子が黒い服から白いワンピースに着替えて和紙ととも

に光輝く映像が印象的だった。ただ、見合いを断ろうとした小夜子が、相手に母を亡

くした子どもがいると知って、急に興味を示し始める場面はやや無理があり、少し工

夫があればよかったように感じた。また、仁淀川流域の方言をよく知らないので勘違

いかもしれないが、小夜子が使っていた方言に時折違和感を感じる場面や、聞き取り

づらい場面があった。 

 

○  近年盛んに放送される地方局制作のドラマは、地域の特色や独自の切り取り方によ

って、見応えのあるものが多いが、高知放送局制作の本ドラマも、背景に高知ならで

はの地域色がちりばめられていて、独自性のあるものであった。土佐和紙という土佐

を代表する伝統的産業に携わる一家のドラマが、仁淀川の風景の中でうまく描かれて

いたと思う。実際の家屋での撮影と川や集落の実写がうまくつながり、臨場感あふれ

る画面を作り出していた。これまで放送された数本の仁淀川の番組と相まって、高知

放送局開局８０周年記念にふさわしい雰囲気ができたのではないかと感じる。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月８日(木)のＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ受賞作品「血塗られた携帯

電話」は、コンゴの武装グループが住民に劣悪な環境でスズやコルタンなどの鉱石の

採掘をさせ、それを携帯電話の部品を製造する業者に売って武器を買う資金としてい

ることを報道した番組である。多くの人が使用している携帯電話の発達の陰で、この

ような暗い事実があることを知ってとてもショックを受けた。また、３月２２日(木)

のＢＳ世界のドキュメンタリー 第５回 もう一度見たい！世界のドキュメンタリ

ー「ルワンダ 仕組まれた大虐殺～フランスは知っていた～」は、１９９４年のルワ

ンダで、フツ族がツチ族を大虐殺した事件にフランスの後押しがあったことを取り上

げている。これら２つのドキュメンタリーは、いずれもアフリカを舞台にした非常に

不幸な出来事だが、欧米諸国や日本といった先進国の人々が豊かさと平和を享受して

いながら、実はアフリカの人々の不幸に加担していることを示唆した番組で、とても

感銘し、驚き、反省もしながら視聴した。 

 

○  ３月１９日(月)のマイケル・サンデル 究極の選択「許せる格差 許せない格差」

の再放送（４月１１日(水)）を見たが、これまでのシリーズと同様、議論のしかたを

示してくれるという意味でおもしろい番組だった。ただいつも見て思うのは、サンデ

ルさんの言葉を自分自身の声で、日本語の字幕付きでそのまま放送してもらえれば、

よりその場の迫力が伝わるのではないかということである。それに、今回はかつて政

府の要職にあった竹中平蔵さんや東京都副知事を務める猪瀬直樹さんが出演してい

るのにもかかわらず、彼らがサンデルさんに何かを教えられている生徒のような位置

に座っていて、物足りなさを感じた。とはいえ、総じておもしろい切り口とタイムリ

ーで長時間の議論に耐えうるテーマ設定で、興味深く見ることができた。 

 

○  ３月１９日(月)のサキどり↑「驚きの足こぎ車いす！」（総合 後 8:00～8:43）は、

足が不自由な人にとって移動手段であると同時にリハビリの道具にもなる“足こぎ車

いす”の開発の過程を紹介していて、それぞれの局面で製品がこうして作られている

のかという感動を覚えると同時に、ベンチャー企業がいろいろなネットワークを組み

合わせて、ニーズが非常に限定された市場に向けて製品を開発している様子が事細か

く取材されていて、とても見応えがあった。誰しもが興味を持って見る番組ではない

と思うが、こうした各地の小さな光り輝く活動をしっかりととらえて紹介するという

のはすてきなことである。中小企業やベンチャー企業では、たとえおもしろい取り組

みをしていたとしても、自社だけではなかなか発信できない面もあるので、今後もこ

のような番組でそうした情報を取り上げていってもらいたい。 
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○  ３月２５日(日)のＮＨＫスペシャル「仁淀川～青の神秘～」は、高知発地域ドラマ

「カゲロウの羽」とセットになっている番組だと思って見たが、自然の豊かさを長期

間かけて撮影したドキュメンタリーで、期待に違わない労作だった。水中カメラを駆

使したカメラワークがすばらしく、そのほかのポエティックな映像と相まって、四国

の四季の美しさを再認識した。特に、仁淀川河口の水流の映像は圧巻だったと思う。 

 

○  ４月１日(日)と８日(日)のＮＨＫスペシャル「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅡ 巨大地震」

は、 先端の技術を用いた地震や津波の研究を取材した、ＮＨＫでなければできない

番組だった。東北大学の地震研究や関西大学の河田惠昭教授による津波のシミュレー

ションが紹介されていたが、そのほかの地方大学では到底できないような、スーパー

コンピューターを使った研究であり、ぜひ今後もこうしたことを取り上げてもらいた

いと思う。 

 

○  「オイコノミア」は、ピースの又吉直樹さんが経済学者を相手に、複雑で堅苦しい

経済について気軽な雰囲気で質問し、語り合う番組だと感じた。又吉さんはお笑い芸

人ではあるが、こうした難しいことを質問しているのにあまり違和感を覚えず、しか

もお笑い芸人であるがゆえに気楽に見ることができた。今回、４月３日(火)と１０日

(火)の２週にわたって「格差社会」をテーマにしていたが、たとえば格差の度合いを

表す「ジニ係数」などの経済用語について、若者がこの番組をきっかけに覚えてもら

い、やがて「クローズアップ現代」のような番組に関心を持ってもらいたいと思う。 

 

○  ４月１０日(火)のプレミアムアーカイブス ハイビジョンスペシャル「世紀を刻ん

だ歌 ヘイ・ジュード～革命のシンボルになった名曲～」は、“プラハの春”をおう

歌していたチェコで活躍していた歌手のマルタ・クビショバの老年を取材していた。

ＮＨＫがこれまでにストックしてきた映像資料の豊富さを感じた番組で、こうした番

組を通じ、長い年月がたった後でその当時を振り返って見るというのは、意義のある

ことだと思った。ＮＨＫがこうしてアーカイブスの形で過去の映像を提供することで、

われわれにとってこれからの時代を生きていくうえで参考にもなるのではないか。 

 

○  ４月１１日(水)のクローズアップ現代「１８歳は大人か！？～ゆれる成人年齢引き

下げ論議～」は、これからの社会を担っていく若者が、自分たちが社会に影響を与え

る確信がないということを危機としてとらえたおもしろい番組だった。コメンテータ

ーとして出演した慶應義塾大学研究員の古市憲寿さんは、若者と社会がつながるため

には「社会の“本気度”を大人が見せられるかどうかだ」と述べていたが、これはと

ても深刻な問題だと思った。社会に興味を持たない若者が悪いのか、関心を持つよう

に指導しない大人たちが悪いのか、どちらがよくてどちらが悪いかはともかくとして、
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短時間で非常によい問題意識を提起した番組だったと思う。 

 

○  ４月１３日(金)のしこく８「四県対抗 しこクイズ～公立伝統高校対決～」は、昨

年度に放送していた「四県対抗！ふるさと自慢」のシリーズとは全く変わっていた。

「四県対抗！ふるさと自慢」の出演者たちはうるさく騒いでいたが、今回出演した高

校生たちは節度があってかわいらしく好感を持った。彼らはクイズに対してきちんと

一生懸命考えていて、その結果どのチームも同じ答えになることばかりだったが、そ

れもよかったと思う。 後は「ヤカーリング」というゲームの対決で終わるという意

外性ある演出で、単に頭の良し悪しといったことで勝敗を決めないというやり方や、

香川県の高松第一高校と愛媛県の松山東高校が同点で優勝するという結果も、よかっ

たのではないか。司会の小籔一豊さんや塚原愛アナウンサーがあまり騒がしくなかっ

たのもよいと思った。 

 

○  ＮＨＫのストックしてきた映像資料の使い方がおもしろいと感じた番組が、４月１

５日(日)のららら♪クラシック「芸術の都 パリ」である。ドビュッシーが作曲して、

初演から 100 年を迎えたバレエ「牧神の午後」や、ルイ１４世のころの楽団を再現し

たというルーヴル宮音楽隊による演奏の映像を放送していたが、クラシックにふれる

初歩的な入り口となるような番組でありながら、 高級のプロのパフォーマンスを映

像として提供するＮＨＫのすごさを感じた。また、この番組はジュネーブの国際音楽

コンクールで日本人で初めて優勝した萩原麻未さんをゲストに、彼女が留学している

パリ音楽院や、そこで先生から指導を受けている様子を聞いていた。萩原さんの話は、

音楽に夢を持っている人にとってはとても参考になるのではないか。ただし、作家の

石田衣良さんが、彼女に対して「偉大な先輩がいるところで学ぶことにプレッシャー

を感じないのか」と聞いたり、レッスン風景の写真を見て「先生が後ろから見ている

ところで弾くのはプレッシャーではないか」と聞いたりしているのは非常に気になっ

た。世界一を目指す萩原さんほどのピアニストならば、プレッシャーをむしろ楽しみ

として演奏するのではないかと思い、彼女に対してそのようなネガティブな質問はす

べきでなかったのではないだろうか。 

 

○  ４月１５日(日)の日曜美術館「クリムトの誘惑～生誕１５０年 ウィーンの春～」

は、グスタフ・クリムトの作品の展覧会場やゆかりの場所など、ウィーンを丁寧に取

材していた。また、その後に放送された「アートシーン」では、イギリスのテート・

ブリテン美術館にあるターナーの絵を紹介していた。夏目漱石の小説「坊っちゃん」

では、松山市の沖に浮かぶ四十島のことを「ターナー島」と称しているが、四十島は

たしかにターナーの海や自然の描写そのものだと思い、よく理解することができた。 
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○  連続テレビ小説「梅ちゃん先生」は、戦後まもなくの町の様子をリアルに表現して

いると思う。特にバラックやがれきが散乱するセットや、井戸で食器を洗っているシ

ーンなどはすごいと思って見ている。ただ、主題歌が今ひとつなのは、毎朝聞く歌で

あるだけにとても残念である。 

 

○  「開拓者たち」は、宮城県から中国東北部の旧満州の開拓団の農家に嫁ぐ女性のス

トーリーである。自分が何度か中国東北部に行ったときも、このドラマで描いていた

のと同じように、広大な農地でコメやトウモロコシが機械ではなく人の手で収穫され

ていた。中国東北部は今でも穀倉地帯で中国の食糧生産の中心地であり、テレビ番組

で特集してもらいたいと思っていたほどで、この番組は興味を持って見ていきたいと

思っている。 

 

○  「にっぽん縦断こころ旅」は、火野正平さんと一緒に走っているＮＨＫのスタッフ

との仲のよさが伝わってくるよい雰囲気の番組である。新年度からは、土曜日の午前

１１時から「週末版」の放送が始まっており、土曜日の朝が楽しみになった。 

 

○  新年度から、土曜・日曜・祝日の総合テレビの午後６時４５分からの「ニュース・

気象情報」が県内向けから四国４県向けに変更されたが、これによりニュースが各県

１本ずつになってしまったように思える。Ｊリーグの地元チームの試合を丹念に振り

返ったり、県内の事件について詳しく取り上げたりすることがなくなってしまったの

は残念である。 

 

（ＮＨＫ側） 

土曜・日曜・祝日の地域ニュースは、各県向けの放送をやめて、

すべて松山局から四国４県向けに放送することにした。ただし、４

月１５日(日)は、愛媛県四国中央と西予の２市で市長選挙の告示があ

り、徳島県上板町で町長選挙の投開票があったため、愛媛県と徳島

県では午後０時１０分からと、午後６時４５分からの枠でそれぞれ

県内向けにニュースを伝えた。このように、地元自治体の選挙関連

のニュースがある場合だけでなく、事件や災害など、優先して伝え

るべきニュースがあれば、それぞれの局は県内向けの放送を出す体

制をとっている。また、午後６時４５分からの四国４県向けのニュ

ースでは、各県１本ずつと決めているわけではなく、事件や事故な

どがあればその重要性に応じて配分することにしている。各県域の

放送がなくなることで、決して重要なニュースが出せなくなってい

るというわけではなく、たとえば交通事故などでも、それぞれの局
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で必ず取材して放送に出すことができる体制になっている。 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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