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平成２６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、１７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、前回の審議会での答申を受け「平成２６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２６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

「瀬戸内の楽園 小豆島」と放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終

了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長   大塚 岩男（（株）伊予銀行頭取） 

副委員長   松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

加藤 令史（愛媛新聞社編集局長） 

佐伯 美香（松山東雲女子大学・短期大学 バレー部コーチ） 

坂田 千代子（（株）あわわ会長） 

宅間 一之（高知県立歴史民俗資料館顧問） 

真弓 絵里子（介護老人保健施設「まゆみの里」施設長） 

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

森 映一 （ＪＡ松山市代表理事組合長） 

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「瀬戸内の楽園 小豆島」（総合２月２８日(金)）について＞ 

 

○  「楽園」を前面に出したタイトルと番組の内容が合っていないと感じた。また、小

豆島の魅力として視聴者に伝えたいことが明確でなかった。他の地域との違いや、小

豆島ならではの魅力・特色といったものが、もっと具体的に描かれていればよかった。

例えば、全国３か所で試されたというオリーブ栽培が小豆島で成功をおさめた理由や、

小豆島ならではのしょうゆの味わいまで描かれていれば、さらに小豆島の魅力が伝わ

っただろう。中山地区の農村歌舞伎は物珍しく、初めて知ることが多かったが、小豆

島の魅力とは直接関連がなく、番組の趣旨からは、ずれているように感じられた。 
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○   小豆島の産業や文化、風土を支え、次世代に伝承してゆく人々の努力を紹介する番

組だった。しょうゆ職人の杉おけ作りを中心に、小豆島の宝物とその魅力をたっぷり

味わえた。しょうゆとそうめんが約 400 年前から、農村歌舞伎が約 300 年前から、オ

リーブが約 100 年前から、それぞれ長く小豆島に根づいてきたのは、小豆島が瀬戸内

海の島の中でも面積が広く、山が高く、関西の消費地に近いなどの地理的条件や、温

暖な気候に恵まれたためではないだろうか。こうした点をもっと掘り下げて紹介して

ほしかった。また、「楽園」とは「苦しみのない幸せな生活ができる所」だと思う。

小豆島には「楽園」的な要素があることは否定しないが、今回番組で紹介した内容は、

決して「楽園」的な内容ではないので、このタイトルには少し違和感を覚えた。 

 

○   小豆島の風習や魅力を、オリーブ、しょうゆ、そうめん、「割りごう弁当」という

特産物にからめて紹介してあり、興味深く見ることができた。昔ながらのしょうゆ造

りに、大きな杉おけが重要な役割を果たしていることがよく分かった。よいしょうゆ

を造るためにおけまで自作するということが紹介されていたが、おけ作りの過程をも

う少し詳細に紹介して、後世に残す番組にしてもよかったように思う。今後、新しい

おけに無事、酵母菌が住み着いていく過程も検証してほしいと思う。そうめんだけで

なく讃岐うどんにも、小豆島のしょうゆがよく使われることも紹介されるとよかった。 

 

○   オリーブが小豆島に根づくまでの歴史や背景を、過去の貴重な映像を交えて描いて

おり、理解が深まった。しょうゆ蔵の５代目である山本さんの日常や家族との交流を

通して、代々受け継がれ守られていくしょうゆ造りの伝統のすばらしさや影の努力を

改めて知った。豊作祈願の「虫送り」や農村歌舞伎は、地域の伝統と誇りを受け継ぐ

この島の宝の一つだと感じた。欲を言えば、瀬戸内海に浮かぶ小豆島の絶景や、日本

夕日百選に選ばれている場所の映像などを交えると、より「楽園」の印象が高まった

ように思う。また、しょうゆやオリーブを使った名産品など、小豆島ならではの味覚

を盛り込めば、さらに魅力を伝えられたのではないか。 

 

○  見どころが多くテンポよく進行していて、視聴者を飽きさせない工夫がされていた。

ただ、テーマが多く、それぞれが中途半端な紹介になっていたかもしれない。その中

で、しょうゆ醸造の杉おけ作りは、深く掘り下げて取材されていて興味深かった。最

初に少ししょうゆ造りを紹介して視聴者の興味を引きつけておいて、後から杉おけ作

りに焦点を当てて詳しく掘り下げるという構成は良かった。番組では、小豆島の伝統

や歴史ある文化も紹介されていた。自分たちの島の魅力を再発見する意味で、地元の

人にも見てほしい番組に仕上がっていた。 
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○  上空からの島の風景が非常に美しく、心が癒やされた。また、水野美紀さんのナレ

ーションが穏やかで、親しみを感じた。しょうゆ蔵がたくさん建ち並ぶ小豆島だが、

ふだんは見ることができないしょうゆ造りの過程が紹介されており、貴重だった。蔵

の生態系を変えないために納豆を禁止するなど、職人のこだわりにも感心した。おい

しいしょうゆが受け継がれていくことを願い、杉おけの底に子どもの手型を残す場面

は感動的だった。また、地区伝統の弁当を食べながら農村歌舞伎を楽しむ様子は活気

があり、地元の人々の絆を感じた。小豆島の魅力がたっぷり詰まった４３分だった。 

 

○   小豆島の特産であるそうめんやしょうゆの伝統が良く理解できた。特に昔ながらの

しょうゆ造りに対するこだわりや、100 年後まで使用できる新しい杉おけ作りに挑戦

する職人の情熱がひしひしと伝わってきた。夏の伝統行事「虫送り」は、米の豊作を

祈る村の人々の様子を美しい映像でとらえており、とても幻想的だった。農村歌舞伎

についても、伝統を絶やさぬよう継承していく様や、それに応えようとする若者の一

生懸命な姿に胸を打たれた。村の女性たちが歌舞伎を見るために共同で作る「突き飯」

は、いにしえの趣があった。放送時間もちょうど良く、小豆島の魅力があふれる番組

だった。 

 

○  島の人口よりはるかに多い 100 万人を超える観光客が来るということにまず驚い

た。観光名所や美しい景色の紹介があるものと予想して見始めたが、番組はそこに暮

らす一人一人の姿と地域の生活を描き、小豆島の魅力をたっぷりと伝えていた。しょ

うゆ蔵５代目の山本さんのしょうゆ造りへの情熱、おけづくりへの挑戦、それを支え

る幼なじみや家族など、小豆島の明るい風土そのままの人々の姿が印象的だった。祖

父が植えた竹を使って、新しいおけのたがを作るなど、文化の伝承が自然な形で成し

遂げられている。それは、「負い縄そうめん」や棚田で毎年行われる「虫送り」、農

村歌舞伎などすべてに共通する。それらが誇張されることなく紹介されることで、

人々の間に受け継がれていく大切なものを感じ取ることができた。 

 

○  華やかな観光地の紹介に終始するのではなく、島の宝物というオリーブ、しょうゆ、

そうめん、農村歌舞伎に絞り、それらを大切に守り、次の世代に伝えていこうとする

島の人々の営みを盛り込んだことで、島の魅力が一層引き出されたように思う。先祖

のために作る「負い縄そうめん」の風習は珍しく、貴重な島の宝として残したい風習

だ。今回の番組で紹介されたものからは、現代において失われつつある多くのものを

感じ取ることができた。小豆島の持つ静かな魅力を取り上げていたが、それも人々を

誘う大きな魅力だと感じた。 
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○  まずオリーブを取り上げ、島でオリーブ栽培が始まったきっかけが日露戦争だった

事実を明らかにしていた。ロシアから獲得した北方地域で得られる豊富な漁業資源の

うち、イワシを漬けるためのオイルを国産化するのがルーツというのは、おそらく香

川県以外の人はほとんど知らないのではないか。害虫を駆除するため、子どもに賞金

を与えて虫を集めさせたエピソードもおもしろかった。著名な特産品にまつわる意外

な事実を最初に示し、視聴者を番組に誘引する制作者の狙いは功を奏していたと思う。

さらに、特産のしょうゆ造りに懸けるしょうゆ蔵５代目の山本さんのこだわりがヒュ

ーマンストーリーとして描かれていた。しょうゆ造りに欠かせない「杉おけ」の作り

手が全国でもほとんどいなくなる中、自ら手掛けようと、幼なじみの大工とともに杉

おけ作りに挑戦する姿はすがすがしかった。 

 

○   小豆島が非常に豊かな島であり、瀬戸内海の要衝として昔から栄えていたというこ

とを想像させる番組だった。しょうゆを軸に番組をつなぐなど構成を工夫し、説得力

ある番組に仕上がっていた。最後に大阪のおけ職人が、しょうゆ職人の山本さんが初

めてつくったおけを見て労をねぎらう場面からは、技をつないでいく者に対する愛情

や優しさが感じられ、これまで大切にしてきたものをまた次の世代へとつないでいく

意志を強く感じた。オリーブ、しょうゆ、そうめん、棚田と農村歌舞伎、それぞれの

歴史やエピソードがコンパクトに描かれており、産業史に対する知的好奇心、だれも

が持つ日本の昔の姿への郷愁、日本の伝統がなくなることに対する危機感などをうま

く刺激する要素を盛り込み、分かりやすく表現していた。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

 番組の取材を通して感じたのは、小豆島の人たちが、オリーブやし

ょうゆ、農村歌舞伎を、自分たちの独自の文化として誇りを持ち、宝

物のように大切にしているということだ。次につなげていこうと思え

る宝物がたくさんある小豆島は、島に生きる人たちにとっては「楽園」

なのではないかと考えた。確かに「楽園」ということばには、一日中

自由に暮らせるという意味もあり、番組の導入から「楽園」というこ

とばを出していたので、視聴者に制作意図が伝わりにくく、違和感を

感じさせる部分があったかもしれない。 

 小豆島は瀬戸内海の海運の中心にあり、他の地域とは異なる文化が

根付いて発展してきた。今回の「しこく８」はＢＳプレミアムで放送

した「新日本風土記」という６０分の番組を４３分にリメークしたも

のだが、その際に「海上交通の要所」という説明を割愛してしまった

経緯がある。結果として「オリーブがなぜ小豆島に根づいたのか」と
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いった疑問に答えられなくなってしまった。一度撮った映像を効率よ

く番組化するということは大切だと思っているが、どこを削り、どこ

を残すのかというところは今後の課題だと思う。 

オリーブは外国から入ってきて、栽培のための教本も全くない中、

手探りで栽培が始められた。全国で３か所同時に始まったオリーブの

栽培だが、台風などの天変地異や害虫に悩まされることが多かったよ

うだ。小豆島では、薬剤がないのであれば手作業で駆除しようと、子

どもたちに害虫を取り除かせる。せっかく海を渡ってきたものだから

大事に育てようという小豆島の人の気質も、オリーブの定着につなが

っていったのではないだろうか。 

番組で紹介した「負い縄そうめん」は、小豆島の中でも一部の地域

だけで始まった風習だ。戦後間もないころにはかなり広範囲で行われ

ていたそうだが、今実際に行っている家は本当に少なくなっているの

で、貴重な行事を映像に残すという思いもあって取り上げた。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月１日(土)のＮＨＫスペシャル「“災害ヘリ”映像は語る～知られざる大震災の

記録～」（総合 後 9:15～10:04）は、初めて見る映像も多く、震災の姿が克明に描

かれていた。災害ヘリによる空の救出劇の映像なども交え、巨大津波の襲来の真相が

よく分かった。 

 

○  ３月２日(日)プレミアムドラマ「拝啓 色川先生」は、失意の時期の伊集院静さん

が、色川武大さんに出会い、その魅力に触れて立ち直っていく過程を描いたドラマだ

った。色川さんも、伊集院さんも、多くの人があこがれる存在でありながら、実は大

変苦しい思いをしていたことを知った。色川さんは特別なことばをかけるわけではな

い。しかし、そのことで伊集院さんの心が回復していく様子がよく伝わってきた。た

だ、番組の最初と最後に出てきた伊集院さんのインタビューは、必要だったのか疑問

が残った。 

 

○  ３月３日(月)のＥテレ２３５５の「１minute gallery」というコーナーが非常によ

かった。ボールが、はしご段であちこちはね返りながら、最終的に小さなバケツに吸

い込まれる。こうしたおもしろい映像が出来上がるまでの過程もぜひ紹介してほしい。

もっとたくさんの人に見てもらいたいコーナーだ。 
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○  ３月７日(金)の四国羅針盤スペシャル「巨大地震 備えは進んだのか～東日本大震

災から３年～」（総合 後 7:30～8:43）は、津波から避難するための具体的方策がど

こまで進んでいるのかよく分かった。特に、愛媛県愛南町の防災訓練の様子からは、

「子どもが変われば大人が変わる、大人が変われば社会が変わる」ことを実感した。

一方で、津波に襲われない町づくりのためには大きな予算が必要だ。この予算をどう

捻出していくのかという点にも、もっと踏み込んでもらいたかった。 

 

○  四国羅針盤スペシャル「巨大地震 備えは進んだのか」は大変勉強になった。公共

放送として防災報道に力を入れるＮＨＫならではの番組だった。設けられたテーマの

うち「津波からの避難」では、対応が進む徳島、高知両県の取り組みが紹介された。

自分で山手への避難路を作る「マイ避難路」の実践例や地域での高台移転論議は、太

平洋と直結しながら徳島、高知両県に比べて対応が遅れている愛媛県南予地方の人た

ちや行政関係者の参考になったと思う。もうひとつのテーマである「広域支援」も深

刻な課題で、遠隔地の特定の都道府県同士が事前に相互援助を約束しておくカウンタ

ーパート方式も具体策として説得力があった。東日本大震災の津波被害が甚大だった

ので津波に目が行きがちだが、揺れへの対応も欠かせない。1978（昭和５３）年の宮

城県沖地震ではブロック塀の倒壊による犠牲者が１１人出た。この番組では、愛媛県

愛南町の小学生が防災訓練で、地震発生時にブロック塀のそばにしゃがみ込みランド

セルを頭の上に乗せるシーンが放送されていたが、防災意識の部分で疑問が残った。  

 

○  四国羅針盤スペシャル「巨大地震 備えは進んだのか」では、子どもたちが中心と

なるような訓練を続けることが非常に大切だと感じた。防災教育によって、子どもた

ちは柔軟に考え、率先して動くようになる。やがて子どもたちが地域全体の防災意識

を変えていく。今後もこうした番組を通して住民の危機感を高め、警鐘を鳴らしてい

ってほしい。 

 

○  ３月９日(日)の美の壺・選「金沢の和菓子」（Ｅテレ 後 11:00～11:29）は、古く

から栄えた茶の湯の文化が発展をもたらした和菓子を紹介していた。お正月の風物詩

として紹介された「福梅」という和菓子は、雪の多い金沢の真っ白な町並みに映える

華麗な梅の花をかたどっていて、厳しい冬の中で人々の気持ちを温かくさせてくれる

逸品だと感じた。また「らくがん」を作る木型は大変繊細で、それ自体がすばらしい

美術工芸品として伝えている点もよかった。最後に、和菓子を引き立てる器も紹介さ

れていた。「和菓子を器にのせて完成させる」という世界観が、もてなしの心を感じ

させた。 
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○  ３月１０日(月)のひるブラ「瀬戸内“珍味ワールド”～愛媛県松前町～」は瀬戸内

海で採れる新鮮な魚を加工している工場から、伝統の技術や新商品の開発など、珍味

ができるまでを詳しく紹介していた。また、珍味をさまざまにアレンジした料理の紹

介もよかった。番組の中で「職人ノート」の中身を少し見せるシーンがあったが、「職

人ノート」には秘伝の調味料の配合などが書かれており、工場長のみ見ることが許さ

れるということだったので、テレビであまり見せないほうがよかったと思う。生放送

ということで、少しせわしない感じもしたが、松前町のおいしい珍味を、全国の人に

知ってもらえたのではないか。 

        

○  ３月１１日(火)の ＮＨＫスペシャル「あの日 生まれた命」（総合 後 8:00～

8:44:30）は、震災を違った角度から取材した番組だった。東日本大震災は未曾有の

巨大地震だったが、日を追うごとに記憶の風化が進んでいく。多角的な取材を継続し

ていくことが非常に重要だと思う。 

 

○  ３月１１日(火)で東日本大震災から３年が経ち、この日にむけて「“災害ヘリ”映

像は語る」、震災ビッグデータ ｆｉｌｅ３「“首都パニック”を回避せよ」、「ど

う使われる ３．３兆円～検証 復興計画～」などのＮＨＫスペシャルが、連日放送

された。いずれも中身の濃い、よい番組だったと思う。東北以外の人々にとって、震

災が過去の出来事になってしまっている中で、こういう番組の意義は非常に大きいも

のがある。一方、３月１１日を震災に関わる「記念日」とする考えが政府から出され

ているが、震災の「記念日」が制定されると、それ以外の 364 日は震災を忘れること

につながってしまう。３月１１日にこだわらず、防災番組が放送され続けることを願

う。 

         

○  ３月１３日(木)の地球イチバン「世界一ＵＦＯに近い街～アルゼンチン・カピージ

ャデルモンテ～」は、未確認飛行物体であるＵＦＯを通じて社会を考えさせられるす

ばらしい番組だった。目に見えないものや科学的に解明できないものを最初から全否

定するのではなく、受け入れる懐の深さが社会の成熟なのではないか。今の日本社会

には、どんな問題でもすぐに、証拠や理論で固めることを求める風潮があるように思

う。番組では、撮影した白く光る物体が何だったのか、最後まで結果をはっきりとさ

せなかった。正確さが求められるマスメディアにおいて、このように曖昧さを残した

演出にも好感が持てた。現地の人たちは「ＵＦＯの光を見ると幸せだ」と言うが、デ

ィレクターは「自分は幸せを感じられなかった」と語る。「光を見ただけでは幸せを

感じられなくなっているのかもしれない」という最後のナレーションは、暗に現代の

日本の社会について言っているようにも感じられ、考えさせられた。 
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○  ３月１４日(金)未明に愛媛県沖で地震があったが、すぐにＮＨＫのテレビを見て、

津波の心配がないことが分かり安心した。素早い放送だったと思う。これからも地震

の際には速やかな放送をお願いしたい。 

 

○  大河ドラマ「軍師官兵衛」は衣装がよく研究されている。織田信長が好んだとされ

る衣装や、官兵衛の生真面目さが反映されたような衣装など、工夫されており、いつ

も楽しみだ。 

 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 



1 

平成２６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、１７日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２６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２６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、しこく８「四国遍路１２００年

を見つめて」について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

副委員長   松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

加藤 令史（愛媛新聞社編集局長） 

佐伯 美香（松山東雲女子大学短期大学 バレー部コーチ） 

坂田 千代子（（株）あわわ会長） 

宅間 一之（高知県立歴史民俗資料館顧問） 

真弓 絵里子（介護老人保健施設「まゆみの里」施設長） 

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

森本 道義（日本青年会議所四国地区高知ブロック協議会会長） 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２６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＞ 

 

○  国内番組の基本計画の中で、ビッグデータの解析によって発見するデータジャーナ

リズムとあるが、このビッグデータとは具体的にどのようなものか。 

 

（ＮＨＫ側） 

         東日本大震災の分析をきっかけに、ビジネスの分野において注目さ

れていたビッグデータが報道の分野でも非常に注目を集めるようにな

った。具体的には、車の位置データや人の動き、会社の取引記録、携

帯電話の情報といったデータをさまざまな会社から提供してもらい、

それを分析する。実際、この分析を出発点として「ＮＨＫスペシャル」
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を制作しており、今後も継続して取り組みたいと考えている。こうし

た分析は、大規模災害に限らず、日常的なさまざまな動きについても

活用できるものと考えている。今後、「データジャーナリズム」とい

う新しい視点での報道や番組制作のあり方を模索していく。 

 

○  東京オリンピックパラリンピックに向けた取り組みについて、若手選手を発掘す

る番組を長期的な視点で追いかけていくとのことだが、将来が期待される大事な選手

をつぶしてしまわないよう十分に配慮をしてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

         東京オリンピックパラリンピックが開催される 2020 年までを、育

成という面で見るとそう長い時間ではない。若い才能を応援したいし、

温かく支えていくきっかけになるような番組を企画していく。若い選

手の育成の妨げにならないよう、十分留意しながら番組制作にあたり

たい。 

 

＜「平成２６年度四国地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○  四国遍路について、愛媛大学では「四国遍路」と「世界の巡礼」について研究を重

ね、その成果を発表している。地域の研究者の研究成果についても紹介してもらいた

い。 

 

○  松山放送局では重点項目に「俳句文化の発信」があるが、俳句の前にあった「俳諧」

の伝統についても触れてほしい。松山でいきなり俳句が盛んになったわけではなく、

長い歴史の中で育ってきたということや、これまであまり光の当たらなかった江戸期

の文化についても焦点を当ててもらいたい。 

 

○   スポーツを通じて四国に明るい話題を提供するとあるが、愛媛、香川、徳島につい

てはＪリーグがあって、そのことが記載されている一方で、高知のスポーツについて

はあまり触れられていない。サッカーに限らず、四国のスポーツ全体を盛り上げてい

く動きを期待したい。 

 

○  諮問された「平成２６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。 
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○  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。 

 

＜しこく８「四国遍路１２００年を見つめて」（総合 １月２４日(金)）について＞ 

           

○  「遍路」というテーマをどう取り上げるのか興味があった。遍路の原点は空海に間

違いないが、弘法大師空海の人物像についての紹介が不足していた。厳しい修行研

さんの紹介はあったが、空海の生涯や弘法大師と同行二人とする大師信仰の成立など

について、もう少し説明がほしかった。また四国遍路の開創者や起源については諸説

あり、開創人物の特定も、その時期も不明の点が多い。そのことにも具体的に触れる

必要があったのではないか。四国遍路が長きにわたり愛されてきたことについて、鍵

を握る人物の一人として江戸時代の僧真念を取り上げたのは良かった。真念の「四

国遍路道指南」は､四国遍路全体の霊場と行程について詳細に記述した最初の案内本

として、内容紹介も親切だった。それまでの遍路は修行僧だけだったのが、在家の信

者が増え、遍路が広がっていったことが良く分かった。しかし、そのことによって、

遍路を歓迎する文化のひとつである「お接待」の風習が定着したことや、女性や病者、

貧窮者などの社会的な弱者が救いを求めて巡礼の旅に出たことには触れられていな

かった。遍路の歴史を考える中では必要なことであると思う。 

 

○  開創 1200 年という記念の年の初めに当たり、このような番組を四国で放送し、遍

路についての知識を得ることは有意義だと思う。反面、この番組が四国向けであるこ

とを考えると、現在の遍路を取り巻く環境や、四国に住む我々の遍路に対する価値観

の持ち方などについての問題提起はなく、終始、遍路のすばらしさを伝える内容に物

足りなさを感じた。一方、後半の遍路体験では、自分の限界に挑む機会の中で本当に

大切にすべきものを見つめなおすことが遍路の良さのひとつだと感じた。１人の若者

が何かをつかんで社会に戻っていく、こうした遍路の良さこそ、私たちが改めて考え

るべき遍路の価値ではないだろうか。次回は、私たちがどのように開創 1200 年を捉

えるべきかを掘り下げて伝えてほしい。また、世界遺産登録へ向けての現状と課題、

現代社会における新しい遍路の在り方なども取り上げ、遍路文化を地域の誇りとして

感じられるような番組を期待する。 

 

○   四国遍路は、空海と江戸時代の僧真念が作り上げたということがよく分かった。

「空海」という法名の由来は、修行中の高知県室戸岬の御厨人窟（みくろど）の中か
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ら見た景色であると紹介されていた。その時の映像は、「空」と「海」だけではなく、

手前の神社の鳥居が目立っていた。1200 年前には、室戸岬周辺は現在より５〜６ｍ

低かったことが地質学的に明らかにされている。現在の御厨人窟前の国道あたりは海

だったことになる。御厨人窟のすぐ目の前には「空」と「海」だけが広がっていたら

しいことを紹介できるとさらに効果的だった。室戸岬周辺は、“地質遺産”である世

界ジオパーク（大地の公園）に登録されている。空海の修行の場が、現在は、大地の

営みを理解する場、地球科学環境科学地震防災の勉強（修行）の場、となってい

ることも紹介されるとよかった。俳優の藤岡弘、さんが、岩登りの修行を体験する場

面があったが、安全を考えてヘルメット着用が必須だと感じた。撮影クルーもヘルメ

ットなしで写っていた。小さなテロップで、「安全管理者の指導の下、撮影していま

す」という表示があったが、指導が行き届いていないと見てとれる。ヘルメットをか

ぶって撮影したほうが、かえって空海が命懸けの修行をしていたことが表現できたの

ではないかと考える。 

 

○  「四国遍路はなぜ 1200 年も続いたのか」という番組のテーマを最初に示したこと

で、とても分かりやすく興味がわいた。しかし、視聴者が見終わったあとでその結論

を問われても、一言では言えないのではないか。やはり最後にテーマに対する結論を

語ってほしかった。遍路には以前より興味があったが、今回の番組では意外に知らな

いことが多かった。特に、江戸時代の“遍路革命”の部分で、空海が修行した場所が

点から線へとつながっていく様子や、江戸時代の僧真念が、四国遍路のガイドブッ

ク「四国遍路道指南」を書き、江戸時代初期からのベストセラーになったことは、興

味深かった。美しい滝にかかる虹が見えやすい時間まで書き記しており、親切丁寧な

旅行ガイドブックと言える。その結果、誰でも遍路ができるという可能性を高め、現

在につながる遍路文化を確立した。出版後に回る人が増えたということもうなずける。

今後さまざまな団体がこの節目の年を盛り上げていくものと思う。そうした他団体と

も連携しながら取り組んでもらいたい。 

 

○   この番組は、四国遍路を修業の場として開創した空海と、四国遍路を巡礼の道、観

光地として発展させる礎を築いた真念の功績を中心に、四国遍路が長い期間にわたっ

て愛され、続いてきた理由をわかりやすく紹介した良い番組だった。自分を鍛え、人

生を見つめなおす契機となった遍路体験が、番組の趣旨に沿うエピソードだったこと、

使用されているテーマソングと歌詞がそれらのエピソードにマッチしていたこと、納

経の垂れ幕と赤い床のセットが四国遍路を連想させるものであったことなども良か

った。また、この番組では、ゲストに俳優の藤岡弘、さんとモデルの押切もえさんを

起用していた。こうした番組は、華やかさに欠ける面があり、それを補うため、清楚

な美しさがあり、真面目な意見を落ち着いて話せる押切さんを起用したのではないか
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と推測される。ただ、押切さんには、活発な行動力という魅力もあるので、スタジオ

でコメントするだけでなく、遍路に出かけて取材したり体験してもらったほうがこの

番組に起用する意味があったのではないか。 

 

○  四国遍路の歴史的な背景がよく理解できる番組だった。四国遍路は、肉体、精神の

鍛練だけではなく、さまざまな出会いやすばらしい風景など、多くの幸福に気づかせ

てくれる旅でもある。四国に、このようなすばらしい文化が存在し、1200 年の歴史

を経て現在に至るまで続いていることに誇りを感じた。また、スタジオのセットが非

常に印象的だった。赤色の床、天井から吊り下がる大きな納経の幕には厳粛な雰囲気

を感じた。四国遍路、歴史となると、どうしても年配向けのテーマといったイメージ

を持ちがちだが、オープニングの曲や、ゲスト、若い男性の遍路経験など、若い視聴

者を意識して、演出が工夫されていた。今後は、四国遍路に挑戦してみたい人のため

の、詳しい遍路情報番組なども見てみたい。 

 

○   開創 1200 年とされる四国遍路の「入門編」として、古今の人々をひきつけてきた

魅力を探った番組だった。江戸時代に四国遍路のガイドブックを編さんした僧真念

を登場させ、なぜ四国遍路がこんなに普及したかを解きほぐした。江戸時代、相対的

に生活が豊かになった点や治安が安定してきた点が四国遍路の普及の後押しをした

という解説も分かりやすかった。番組の最後に紹介された、香川県の若者が四国遍路

の道中で、東日本大震災で息子を失った被災女性と出会い、結願後に報告を兼ねて被

災地を訪問したというエピソードは視聴者の心を揺さぶっただろうと感じた。このエ

ピローグの部分には、近年多くなっている若者の遍路や形態としての歩き遍路、いま

なお深い爪痕の残る東日本大震災といった要素を併せ持つ人物を探し当てて配置し

ており、構成の巧みさが印象的だった。彼は現在、福祉の仕事をしているように見え

たが、そこにもう少し触れてほしかった。今年は四国遍路をシリーズで取り上げると

いうことで、今回の番組はプロローグの位置づけと思われるので、今後の展開に期待

したい。 

 

○   徳島県にある潅頂ケ滝の神秘的な輝きを放つ虹の映像は壮観だった。撮影は、真念

のガイドブックに書かれた“虹を見る最適な時間”をもとに撮られたものなのだろう

か。また、藤岡弘、さんが、空海のたどった過酷な道を実際に登ることで、生死をか

けての修行であったことがよりリアルに演出されており、空海の成し遂げた功績の大

きさを物語っていた。しかし、なぜそこまでして過酷な修行の場に身を置いたのか、

空海の生い立ちや、修行に出るまでの経緯をもう少し描いてもらえれば、四国遍路の

重みがより一層わかりやすく伝えられたのではないか。四国遍路は自己啓発や修行の

為だけでなく、さまざまな祈りを抱えた人を、深い愛情をもって迎え入れてきたこと、
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そこからさらに新しい縁へとつながっていくことを実感した。 

 

○  今年が四国遍路開創 1200 年、とされている根拠がよくわからないままだったのが、

残念だった。歴史的事実として確認できることではないので、このような扱い方にし

たのだと思うが、1200 年前のどのような言い伝えによって、どのように開創の年が

決められたのか、ということを明らかにしておく必要があると思った。また、コメン

トが、全体を通して「感動」「絶景」「すばらしい」といった同じ言葉の繰り返しで、

重みをもたせた表現が、むしろ感動を薄くさせてしまうように感じられた。最後の遍

路体験の男性の話は印象的で、この番組のテーマに迫るものだった。もう一人の６０

代の女性の話は、自分を見つめる貴重な体験ではあったが、あまりにも突然の展開に

してしまったため、思いが伝わりにくくなっていたのが残念だった。 

 

○  四国遍路開創 1200 年を迎え、タイムリーな企画であり、四国観光振興の観点から

も強い関心をもって視聴したが、“巡礼”の意味を考える良い機会にもなった。「な

ぜ 1200 年続いてきたか」という切り口で、その歴史を分かりやすく整理している。

空海は高知県の室戸で修業をスタートし、“未開”の四国の大自然のなかで過酷で命

を落とすこともあるような修業の末、悟りをひらいたが、当時の状況は想像を超えて

“未開”であり、また想像を超えて“文明的”であったのではないか。そういうこと

を想像させる刺激もある番組であった。真理探究の旅である一方で、「八十八か所」

を特定し、ガイドブックや遍路宿、遍路道を整備した真念の貢献は現代の「四国観光

立国」にも示唆的である。戦後のモータリゼーションの進展に合わせた遍路の変化と、

平成の歩き遍路の増加も時代を映しておもしろい。四元奈生美さんが八十八か所を旅

して以降、「八十八か所ガール」が多出したのも、ＴＶの影響力の大きさを感じさせ

たが、地域の観光に対するＮＨＫへの期待は大きい。遍路体験では、遍路のもつ意味、

人の精神に影響する力を強く感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

「四国遍路」は、調べれば調べるほど奥深く、四国の人たちにとっ

て非常に大切な文化であると感じている。取材をする中で、歴史的に

見ても分かっていることとそうでないことがあり、さまざまな立場の

人たちが遍路に対して多様な思いを抱いていると痛感した。今回の番

組では、４３分という放送時間の制約もあって、空海の人物像や大師

信仰などについて、十分でない部分があったかと思う。四国遍路につ

いての番組は、今後も制作していく予定なので、世界遺産に向けた動

きや、学術的な研究なども継続して取材していきたいと考えている。 

押切もえさんは、カリスマモデルとして華々しい活躍をする一方で、
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自身の悩みについてブログで発信するなど、若い女性にとってはあこ

がれでもあり身近に感じられる存在でもあると思う。彼女をきっかけ

に、ぜひ若い人にもこの番組を見てもらいたいと考えたのが起用の理

由だ。 

 松山放送局では、これまでも四国遍路を取り上げてきたが、四国八

十八か所霊場の紹介や、お遍路さんをお接待するドキュメンタリーが

多かった。しかし、今年は開創 1200 年という記念の年なので、単に霊

場を紹介するだけではなく、歴史を掘り下げていきたいと考えている。

特に、今回の番組では、番組をご覧いただいた四国の人に、新しい発

見をしてもらえるような番組を目指した。ご指摘いただいたように、

空海の生涯や信仰、お接待といった要素が不足した面はあると思うの

で、その点は次回の番組に生かしていきたい。安全管理のご指摘につ

いて、実際にはクライマーの指導の下、ロープなどを張った上で撮影

しているが、視聴者に安心して見てもらえるような配慮がもっと必要

だったと思う。今後気を付けていきたい。 

   番組の制作にあたり、スタジオを使うのか、すべてをＶＴＲにする

のかという演出上の２つの選択があったが、今回はスタジオを入れる

ことにした。その理由は、ゲストの押切もえさんに視聴者の代弁者と

なってもらい、より見やすくすることで、遍路を知るきっかけを提供

したいと考えたからだ。また、スタジオであれば、キャスターがこれ

から１年間にわたって遍路を見つめていきたいということも宣言でき

るし、遍路の今の状況を伝えたり、体験談を募集したりすることもで

きる。特に、遍路体験は番組にどうしても入れたい要素だったが、遍

路体験だけでは歴史中心の話の中に入りにくいということもあって、

スタジオで少しバラエティー色をつけたいというねらいもあった。今

後、空海の人生や遍路の歴史を継続取材し、伝えていきたいと思って

いるのでご期待いただきたい。 

   真念のガイドブックに描かれた「滝」については、江戸時代の人た

ちの感動を伝えるには、実際に見ていただくのが一番だと思い、ガイ

ドブックに記載された通りの時間帯を狙うなど、こだわって撮影した。 

今後も「しこく８」では、遍路にまつわる新しい事実や、遍路を再

発見するような番組をお届けしたいと考えている。このほかにも、初

めてお遍路をしてみたい人向けの番組や、八十八か所霊場の紹介、世

界遺産に向けた取り組み、ジャーナルな話題など、ニュースや番組を

通して、さまざまな角度から遍路を取り上げていく。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○   １月２１日(火)のクローズアップ現代「仮想通貨 ＶＳ 国家 ビットコインの衝

撃」は非常に興味深い内容だった、ビットコインは便利である反面、投機による価格

の乱高下を招いたり、闇取引で使用されたりと課題も出てきている。「仮想通貨」と

いう概念すら決まらない中、法律が及ばないために、今後の取り扱いが非常に難しい。

通貨とは何かということをしっかり考えさせる番組であり、今後の仮想通貨の展開に

も注目したい。 

 

○  １月３１日(金)のしこく８「四県対抗 しこクイズ～水産系高校対決！～」（総合 

後 7:30～8:43）は、前回の放送から非常に良くなっていた。高校生が主役になって

前面に出ていたし、応援団のゲストたちが高校生を助けようとしている姿勢に好感が

持てた。実業系の高校は生徒募集に苦労しているところもあると思うので、その魅力

をどんどん伝えていってほしい。 

 

○   ２月１日(土)に再放送された小さな旅「笑顔待つ朝～東京銀座～」は、茨城から銀

座まで野菜などの行商に通う８４歳の石山文子さんと、なじみのお客さんとの交流を

描いた番組で、本当に心温まる内容だった。銀座という華々しい街の片隅の、長年の

信頼関係に基づいた暖かい人間関係が紹介されており、こういう旅番組もあることに

感心した。アナウンサーの国井雅比古さんも円熟味があって好感が持てた。 

 

○   ２月１５日(土)に再放送されたアスリートの魂「もっと速くもっと強く スケー

トショートトラック 酒井裕唯」（総合 前 10:15～10:59）は、オリンピック選手

になるまでの練習や生活が詳しく取材されており、オリンピックでの活躍の期待感を

そそられる番組だったが、酒井選手は 1500 メートルの準決勝には進出できなかった。

この番組を見て親近感が湧き、応援していただけに、残念だった。良い番組ではあっ

たが、生活にまで入りこみ長期間にわたる取材は、過剰に期待感があおられ、選手へ

のプレッシャーにもつながるのではないかと心配になった。メダルを取ってからの大

規模な取材であれば良いのだが、試合前に取材をする場合には、さまざまな視点での

配慮が必要だと思う。 

 

○   ソチオリンピックの報道に関して、金メダル候補者への期待の大きさは分かるが、

勝敗は時の運、あまりにも「金があたり前」のような報道スタイルはどうか。対応の

しかたは難しいと思うが、冷静、客観の姿勢を期待する。 
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○  佐村河内守氏の件でも思うのだが、番組の中で 1 人の「人」に焦点を当てていくと、

どうしてもその人がヒーローになってしまうという危険性がある。そうした面を抑制

しながら、活動そのものに焦点を当てると、あのような問題にはならずに済んだよう

にも思うので、今後はぜひお願いしたい。 

 

○  ＮＨＫの会長の発言には非常に危惧を感じている。現場の職員が偏りのない放送に

一生懸命努力している中で「政府が右を向けと言ったら左とは言いにくい」といった

発言は非常に問題だと思う。今後ＮＨＫの職員の努力が正当に評価されるよう願いな

がら見守っていきたい。 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２６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、２０日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、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。続いて、「アフリカゾウ誕生～“家族”になる日を夢見て～」

を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長   大塚 岩男（（株）伊予銀行頭取） 

副委員長   松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

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） 

佐伯 美香（松山東雲女子大学・短期大学 バレー部コーチ） 

坂田 千代子（（株）あわわ会長） 

宅間 一之（高知県立歴史民俗資料館顧問） 
村田  明広（徳島大学大学院 ｿｼｵ･ｱｰﾂ･ｱﾝﾄﾞ･ｻｲｴﾝｽ研究部 教授） 

森 映一 （ＪＡ松山市代表理事組合長） 

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） 

 

＜「アフリカゾウ誕生～“家族”になる日を夢見て～」 

（総合 １月１３日(月) 前 8:20～9:03）について＞ 

 
○  動物をテーマにした番組は人の心を癒やす力を持っているが、このドキュメンタリ

ーもアフリカゾウ親子と飼育員の心温まる関係を描いた良い作品だった。希少動物保

護を目的とした輸入規制で、日本の動物園からゾウがだんだん消えていっているとい

う。動物園になくてはならない存在のゾウは日本で増やすしかない現状が冒頭で紹介

され、飼育員のゾウへの愛情とともに使命感がまず理解できた。愛媛県立とべ動物園

開園時から飼育員を務める椎名修さんがゾウに注ぐ献身的な行動を追った映像は、子

ゾウの愛らしいしぐさと相まって視聴者の感動を呼んだだろう。番組の構成でも、貴

重なアフリカゾウ“砥愛（とあ）”誕生という喜ばしいトピックから、人工哺育で成

長した姉のゾウ“媛”と母ゾウ“リカ”との難しい関係や、妹とうまく接することが
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できない“媛”のもどかしい状況へと展開し、野生に近いゾウの家族をつくろうと努

める椎名さんの奮闘を絡め、視聴者を飽きさせない作りになっていた。 
 

○  ふだんは見ることのできない貴重な映像が多く、飼育員の椎名さんの奮闘が伝わっ

てきた。子どもの育て方がわからない母親を粘り強く飼育し、一人前の母親に育てた

椎名さんの努力は、愛情そのものだと感じた。また、母ゾウ、姉ゾウ、妹ゾウを自然

な家族として一緒に暮らせるよう愛情を注ぎ、家族の橋渡しをしている姿に感動した。

最後には母ゾウが親として家族を守る自覚を持つようになり、“砥愛”がのびのびと

成長していく姿が印象に残った。長期にわたる取材の成果が出た良い番組だった。 
 

○  孤児だった２頭の子ゾウの親代わりとなって２６年、飼育係として、ゾウたちに温

かい家族を持たせたいという思いに人生をかけた椎名さんの愛情に心を打たれた。椎

名さんとゾウたちが努力する姿は、終始優しいまなざしでつづられていて、感動的だ

った。数々の印象的なシーンから、人間の子育てを超えるものが感じられた。椎名さ

んが時折見せた笑顔が印象に残る番組だった。 
                                 

○  「不器用だけど一歩ずつ家族のきずなをはぐくんでいくアフリカゾウの家族」の物

語は、本当に心温まるものがあり、理屈ぬきで番組を楽しんだ。“砥愛”が椎名さん

や姉の“媛”に遊んでもらっている様子や、母“リカ”と姉“媛”と“砥愛”が親子

３頭で歩く姿は、本当にほほえましく、心温まる。いろいろな過去があったが、椎名

さんの努力もあって、結局“砥愛”が家族を結びつけたことになる。実話にもかかわ

らず、ドラマを見ているようで貴重な番組だった。 
       

○  とべ動物園のゾウの出産にあわせた今回の番組は、タイムリーな企画で、全国発信

にふさわしい内容に仕上げられていた。極めて貴重なゾウの出産２例が紹介され、そ

れぞれの育成と苦労の過程を見られることは意義深い。番組を通して、椎名さんをは

じめ、関係者の動物への愛情を強く感じた。こうした人々の仕事の枠を越えた愛情が

動物園を支え、貴重な動物達を育てているのだろう。出産後のゾウ舎の片隅でうとう

とする椎名さんの姿と、奥さんの差し入れの赤飯のおむすびを母ゾウと一緒に食べる

椎名さんの姿に全てが表れていた。教育番組、情操番組としても良い番組だと思う。 
 

○  ふだん、動物園ではなかなか見られない、ゾウの迫力ある映像や無邪気な“砥愛”

の愛らしい姿、貴重な出産シーンなど、たくさんの珍しい映像が目に焼き付いた。飼

育員のゾウ家族にそそぐ愛情は計り知れず、言葉を交わすことはできなくても、動物

と人間でも深く心が通じ合うことができるというすばらしい絆の物語を見せてもら

った。椎名さんの「うちの娘だから」いう言葉が、とても印象に残った。家族以上の
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家族だと思うと同時に、ゾウの家族がまた新しい命がはぐくめることを願ってやまな

い。続編を期待したい。 
 

○  長期間にわたる丁寧な取材の成果を淡々と描いていて好感が持てた。飼育員の椎名

さんに焦点はあたっているが、主役は３頭のゾウの親子だった。母ゾウ“リカ”は、

最初の出産で育児放棄したのに、２度目の出産では無事に育児を始めたことに感動し

たと同時に不思議な感じがした。人間の場合でも、母親になった瞬間、母性が芽生え

る、というような言い方をされる場合があるが、母性とは学んで獲得していくものだ

と思う。そのことを改めて認識させてくれる場面だった。何度も３頭が一緒にいる時

間をつくるうちに、“媛”の中に徐々に“砥愛”への愛情が芽生えていく過程が心に

染み入るように描かれていた。“媛”にとって、この機会が母親としての学びの過程

であり、育児放棄されたゾウであっても母性を育てながら育児していく将来が見えて

くるように思った。「命を育むとは何か」というテーマを押し付けることなく考えさ

せられた良い番組だった。 
    

○  年初に放送する番組としてぴったりだった。番組を見ていくうちに、３頭のゾウは

もちろんのこと、飼育員の椎名さんの表情や言葉、行動に引き込まれた。３頭のゾウ

が家族として暮らすには、椎名さんの努力だけではなく３頭それぞれの努力が必要だ。

特に、椎名さんが、姉ゾウ“媛”から距離を置くように決意してからは、“媛”がス

トレスをためたり、悲しみや不安を表したりしたが、やがて椎名さんの諦めない真摯

な気持ちが伝わって、３頭は少しずつ距離を縮めて、家族としての絆を結んでいく。

椎名さんの我慢や悲しみが多かった分、３頭が家族となれた日の喜びも大きかったこ

とだろう。人間もゾウも、変わらないと感じた。あえていえば、もっと動物の表情を

ドラマチックに表現する映像も見たかった。例えば、“媛”がスイカを食べる場面で、

椎名さんが「“媛”の目が笑ってる」「喜んでる」とコメントするシーンでは、“媛”

の目のアップが見たかった。スローモーションやダイナミックな映像などももっとあ

れば、さらにドラマチックで感動できる番組になったと思う。 
 

○   この番組は、「母と離れ孤児院に預けられていた２頭のゾウに家族を持たせてあげ

たい」という、とべ動物園の飼育員・椎名さんの願いと、それにこたえて姉の“媛”

や母の“リカ”が成長し、家族としてすごせるようになっていく様子を優しく見つめ

た、良い番組だった。特に、ゾウの出産、家族となるための椎名さんの献身的な努力

と試行錯誤、そして家族の実現と新たな夢という番組の構成、制作者の温かい視点、

番組の雰囲気を引き出している池脇千鶴さんの甘くゆったりした語りがとても良か

ったと思う。また、出産３か月前から産後半年までの長い期間の取材や撮影に加え、

古い映像を見つけて活用していたのが効果的だった。 
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○  日本での繁殖の成功例は数件しかないそうだが、ゾウ飼育のスペシャリストがとべ

動物園にいるということを誇らしく思う。孤児だった母親ゾウが、自分の子どもの扱

い方が分からずに異質なものと捉えてしまった結果、姉ゾウの“媛”は人間に依存す

るようになってしまったのだろう。“媛”の誕生の話は番組中で紹介されていたが、

それから７年間、母ゾウ“リカ”とどのような関係だったのか、もう少し番組の中で

説明してほしかった。姉ゾウである“媛”にゾウ同士の付き合いを学ばせ、家族で過

ごさせるきっかけが“砥愛”の誕生だったように、姉と妹にはそれぞれ家族の中での

役割がある。家族がみんなで成長していくのは、人間と同じであり、家族とは何かを

考えさせられる内容だった。番組を通して、雄のゾウは自然界では、家族と離れて暮

らすということを初めて知ったが、家族をテーマにしている中で、父親であるゾウの

描写が少なく、やや残念だった。 
      

○  “砥愛”のしぐさがかわいく、飼育員の椎名さんの献身的な仕事ぶりが、映像を通

して良く分かった。ただ、７年前、母ゾウ“リカ”が子どもの“媛”を育てられなか

ったのに、今回“砥愛”を育てることができているのは、どういう変化があったのだ

ろうか。母性が育ったということなのか。また、７年もの間“リカ”と“媛”には、

親子としての関係はなかったということなのだろうが、３頭で暮らすようになったか

らといって“リカ”と“媛”に親子の情が生まれるとは思えない。“家族”というよ

り“群れ”の生活をさせてやりたいという理解で良いのだろうか。 
 
（ＮＨＫ側） 

                         本来の野生環境に近い状態は、家族というよりも母系の

群れをつくることだそうだ。番組を制作していくうえで

“群れ”や“野生・自然界”といったことは、重要なキー

ワードだと考えていたが、親子で一緒に見てもらえる番組

にしたいとの思いがあったので、“家族”という言葉を選

んだ。とべ動物園は、ゾウの飼育という点で実績のある動

物園であり、椎名さんも新しいゾウの群れをつくっていく

ことに前向きだ。今後、さらに新しい話題や局面があると

思うので、引き続き取材していきたいと思う。 
７年間の“リカ”と“媛”の関係性や、なぜ“リカ”が

“砥愛”の子育てができたかについて、番組の時間の都合

上、十分に説明する事ができなかったが、椎名さんは、

“媛”を人口哺育で育てながら隣で“リカ”に子育てのし

かたを教えていた。実は、“リカ”は母性を“媛”から学

んでいた。さらに、“媛”と“砥愛”の間に“砥夢”とい
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う雄の子どもがいて、“リカ”は“砥夢”の子育てに成功

した事実も背景にある。今回は「母と姉と妹」という３頭

の関係だけに絞ったので、そうした背景の説明が不足して

しまったように思う。また、父ゾウが出てこないとのご意

見もあったが、雄のゾウは群れにいると繁殖能力がなくな

ってしまうそうだ。そうした生態的な説明は、番組全体の

柔らかい雰囲気を大事にしたいという思いから、あえて言

及していないので、分かりにくく感じるところがあったか

もしれない。 
今回の番組で使用した過去の映像は、先輩のディレクタ

ーたちが撮影しＮＨＫで保管していた映像や、とべ動物園

の資料映像をお借りしたものなどだ。長年にわたって地元

の大事なものを撮影し記録していたことが生きたように

思う。過去の映像をつないでみるとその重みがさらに増す。

今回の番組については、ローカルニュース内で継続的に放

送していくことで、取材や撮りだめをしていくことができ

たこと、粘り強い取材を続けた人材、そして、長年の取材

で培った信頼関係、全て地域の放送局ならではの「強み」

が発揮できたことがよかった。あらためて、地元を見つめ

ていくことの大切さを感じた。これからも地域の放送局を

応援していただきたいと思う。 
 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  昨年１２月２８日(土)の「世界が読む村上春樹～境界を越える文学～」（Ｅテレ 後

11:00～11:59）は良い番組だった。今、最先端のアニメ文化と村上文学が同じように

共有されて世界で読まれている。その背景にある東洋的な思想と西洋的な思想がどの

ようにつながっているのかという話が展開されておもしろかった。 

 

○  昨年１２月２９日(月)の特集 小さな旅「忘れ得ぬ山河」（総合 前 8:00～8:59）

は本当に良い番組だ。今回の番組では、義理の母を捨てて家を出た夫の妻が、夫に黙

って３０年間仕送りを続けたという胸を打つような話を、しっとりと嫌味なく短時間

でまとめていて、感動した。このような感動的な話を募集し番組化できるところがＮ

ＨＫらしい。テーマ曲も非常に良い。ぜひ継続して制作してもらいたい。 

 

○   昨年１２月３１日（火）の「第６４回ＮＨＫ紅白歌合戦」を視聴した。内容は非常
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に良かったが、ゆるキャラが出てきて盛り上げるシーンは、騒がしく感じられて残念

だった。子どもたちは喜ぶと思うし、流行を追いかけていくことも大事だとは思うが、

「紅白歌合戦」の品位を落としたように思う。 

 

○  １月５日(日)のＮＨＫスペシャル「みんなの夢まもるため～やなせたかし“アンパ

ンマン人生”～」（総合 後 9:15～10:04）は、すばらしい番組だった。「アンパン

マン」が「勇気」と「希望」を子どもたちに届けようと描かれた背景に、戦争で大切

な人を亡くし、長くヒットにめぐまれないなど、やなせさん自身の苦労があったこと

を知った。９０歳を過ぎたころには、東日本大震災がおこる。やなせさんが、「ああ

アンパンマン やさしい君は いけ みんなの夢 まもるため」と書いた「アンパン

マン」のポスターを被災地に送ったという話に心を打たれた。非常に感動的で涙無し

では見られない番組だった。やなせさんは四国出身なので、やなせたかし記念館につ

いてもう少し見たかった。そして、この番組こそ、生前のやなせさんに見せてあげた

い番組だと思った。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「みんなの夢まもるため～やなせたかし“アンパンマン人生”～」

は、感動的な番組だった。やなせさんは最愛の弟を戦争で亡くし、みずからも中国で

厳しい戦争を体験した。「なぜほかの人は死んで自分は生き残ったのか」を自問自答

してきたやなせさんの思いが、「アンパンマン」の主題歌の歌詞の背景にあると知り、

歌を通して「生きていれば必ず良いことがあるのだ」と子どもたちに伝えていくこと

は非常に意義深いと感じた。また、東日本大震災で被災した人々がこの歌詞に勇気づ

けられていることに感動した。絵と言葉だけで多くの人に影響を与える「漫画の力」

を改めて感じた。また、４名の漫画家にそれぞれ漫画を書いてもらいながら、やなせ

さんを表現するという演出は非常に効果的だった。一青窈さんが番組の最後に歌う

「アンパンマン」の主題歌は、この歌詞の意味を深く理解できる良い演出で、すばら

しいラストシーンだった。 

 

○  １月５日(日)の驚き！地球！グレートネイチャー「目撃！イギリス 大地６０００

万年のパワー」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:00～7:30）は、大地の営みを明らかにする地球科

学を紹介する番組として貴重だ。この中で、ジャイアンツコーズウェイの柱状節理に

関して、なぜ六角柱になるのかという説明にもう少し工夫があると良かった。また、

今回放送された海外の柱状節理はすばらしいものばかりだったが、兵庫県の玄武洞や

福井県の東尋坊にもあることに触れてもらいたかった。さらに、「海嘯（かいしょう）」

と称して、潮流が川をさかのぼっていく現象を紹介していたが、「大地 6000 万年の

パワー」というタイトルとのつながりが希薄だと感じた。 

○   １月８日(水)の探検バクモン「ニッポンイチ！超巨大図書館 大衆文化編」と１月
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１５日(水)「ニッポンイチ！超巨大図書館 激動の昭和史編」が非常におもしろかっ

た。国立国会図書館の知らない場所や、実物の資料がどんな意味を持っているのかと

いうことも紹介されていて興味深かった。 

 

○  １月１０日(金)の海と生きる ２０１４巻頭言「豊かさとは幸せとは里海×里

山資本主義」（総合 後 7:30～8:43 中国･四国ﾌﾞﾛｯｸ）が非常に良かった。「里海」

という言葉が海外でも共有されて、環境保護と漁業のバランスをとろうとする運動が

広がっていることに感銘を受けた。ただ、内容的にはこれまで放送した「海と生きる

シリーズ」のまとめのように思われて、タイトルの「巻頭言」ということばがしっく

りこなかった。 

 

○  海と生きる ２０１４巻頭言「豊かさとは幸せとは里海×里山資本主義」が勉

強になった。特に、ゲストのフランス人研究者イブ・エノックさんの西洋と日本の海

に対する考え方の違いに関するコメントが参考になった。「自然をおそれる考え方は

日本独特」との見解や、海と共生しようとしてきた日本の営みへの高い評価に、自分

自身の「灯台下暗し」を気付かされた思いだった。カキの水質改善力や、魚をはぐく

むアマモ場再生への漁協の取り組み、レモンのしぼりかすをブタのえさにまぜ、ふん

尿はたい肥に使う愛媛県上島町の養豚家の試み、かつて盛んだった綿花栽培による島

おこし活動などの紹介を新鮮に感じた人は多かったと思われ、瀬戸内の住民にとって

は希望や奮起につながる番組だった。 

 

○  １月１１日(土) のＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生「ニッポンの若者はどこ

へ？徹底討論 大人の心配×若者の本音」（総合 後 7:30～8:43）は多様な意見が飛

び交って白熱した内容の濃い番組だった。“さとり世代”と呼ばれる若い世代の仕事

における実情や、若者たちのチャレンジをどう見るか、若者の市場をどのように支援

していくのかを２０代前後から６０代ぐらいの幅広い世代で討論していた。残念だっ

たのは時間が不足していた点だ。さまざまな意見があるだけに収拾がつかない部分が

あり、もっとしっかりと議論して、結論が出ないまでも、結論の方向性が見えるよう

に深めることがきれば良かったと思う。ぜひこういった討論番組は続けていってほし

い。 

 

○  １月１１日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ“ジャパン ブランド” 第１回「“食

と農”に勝機あり」（総合 後 9:00～9:58）はこれからの農業の生きる道を考えさせ

られる番組だ。これまで日本は国内市場を中心に農作物を作っていたが、フランスや

オーストラリアでは全て輸出目的で作っていて、日本とは生産量が全く違う。番組の

中では、海外で成功した例として、農家と契約栽培して香港の富裕層に日本の安心な
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農作物を売る徳島の会社を紹介していた。もちろん失敗した例もたくさんあると思う

が、国際化の時代なのだから、徳島の会社のように海外へ出て行くことは大切だと思

った。 

 

○   １月１７日(土)の四国のいいぶん「急増する詐欺被害どう防ぐ？」（総合 後 7:30

～8:43）を視聴した。クイズ方式にすることで、視聴者も直接参加でき、内容をより

理解することができたと思う。詐欺被害の対処法などを、実際被害にあった人の話も

交えながら紹介していて、大変勉強になった。このような詐欺被害は最近多いような

ので、今後も対処法などを紹介し、注意喚起をしていってほしい。 

 

○  １月１８日(土)の土曜ドラマ「足尾から来た女（前編）」（総合 後 9:00～10:13）

を視聴した。東日本大震災の後、渡良瀬川に鉱毒が流入するというニュースがあった

が、いまだに鉱毒が残っているのかという驚きもあって、見る前から期待していたド

ラマだ。足尾銅山の鉱毒事件によって郷里を捨てなければならなかった人々と、原発

事故によって郷里に戻れない人たちが重なって、考えさせられる。後編も楽しみだ。 

 

○   土曜ドラマ「足尾から来た女（前編）」は、明治時代に起きた足尾銅山鉱毒事件を

題材にした期待通りの社会派歴史ドラマだ。歴史的に著名な人物も多数登場し、主役

の尾野真千子さんや田中正造役の柄本明さんらが好演していて、後編が楽しみだ。 

 

○  木曜時代劇「鼠（ねずみ）、江戸を疾（はし）る」は、時代劇に新風を吹き込む新

感覚の時代劇だ。テンポの良さが、勧善懲悪の痛快さを増している。主人公の滝沢秀

明さんと小袖役の忽那汐里さんのアクションも息が合っていて良い。これからも見て

みたいと思う番組だ。 

 

○  毎週日曜に放送している「トンイ」が非常におもしろい。実物の人材をモデルにし

た主人公が非常に魅力的に描かれており、国境を越えて愛されるドラマだと思う。日

本と韓国や中国との関係は、昔よりも深刻さを増しているように感じられるが、同じ

ドラマに感動するのだから、お互いのことをもっと理解して歩み寄っていけることを

願う。ＮＨＫはじめマスコミは、歴史に対する認識がどれほど違うのか、各国の考え

を明らかにするような番組を放送しても良いのではないか。 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２５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、１６日（月）、ＮＨＫ松山放送局におい

て、１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、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。続いて、海と生きる「しまなみ 海の道」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   大塚 岩男（（株）伊予銀行頭取） 

副委員長   今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

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） 

坂田 千代子（（株）あわわ会長） 

宅間 一之（高知県立歴史民俗資料館顧問） 

松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

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） 

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） 

 

＜海と生きる「しまなみ 海の道」 

（総合 １１月２２日(金) 後 7:30～8:43 中国･四国ﾌﾞﾛｯｸ）について＞ 

      

○  瀬戸内しまなみ海道の魅力を多面的に取り上げた番組で、海道沿線の住民を励まそ

うとする制作者の意図がよく伝わってきた。本四３ルートの中で最も西にあり、他の

ルートと比べ経済性に劣るとされた今治－尾道ルート（しまなみ海道）は、沿線の住

民数が一番多く、生活橋の性格を前面に押し出しての架橋誘致運動が行われ、３ルー

トで唯一の自転車歩行者道が付設された経緯がある。海の上を自転車で走れるしまな

み海道のすばらしさは全国のサイクリストへ徐々に浸透し、「サイクリストの聖地」

と呼ばれるまでになった。番組は、礼賛一辺倒ではなく、架橋で生じるストロー現象

による人口減や高齢化の問題にゲストの藻谷浩介さんが触れるなど、バランスに配慮

した構成となっていた。瀬戸内海や四国にゆかりのある４人のゲストの会話も多様性
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に富んでおり、特に大林宣彦さんの文明論的な海道の分析や、山本一力さんの作家ら

しい視点からのコメントが興味深かった。また、瀬戸内海の気候を生かして古くから

営まれてきた塩づくりの体験をする小学生を最後に登場させ、「小さい島で何にもな

いと思っていたけれど、すごい」とふるさとの誇りを見いだした言葉で締めくくった

ところもよかった。 

 

○  しまなみ海道を多角的にとらえ、多くの人の声を丹念に拾い上げ、内容の豊富な濃

密な番組に仕上がっていた。やや時間が長い感じはあったが、全体に落ち着いた進行

で、とくに後半の４人のゲストの会話は印象に残った。「海を隔てるものととらえる

か、つなぐものととらえるかで見方が違ってくる」「島は一つ一つが里であり、文化

そのものである」という大林宣彦さんの言葉に我が意を得た思いだった。自分の住む

地域の魅力を外から訪れる人に教えられ、「あたりまえ」が実は宝物であったという

発見は、これからのまちづくりのヒントになると思う。子どもたちに伝える取り組み

が始まっていることもうれしいことである。ただ、これらの取り組みは、目覚ましい

成果が見えるものではなく、遅々として進んでいないように感じることのほうが多い。

しかし、新しい刺激を受け、工夫を重ね、地道に継続していくことが大切で、このよ

うな活動に光があてられたことは、それぞれの活動に刺激を与える大きな契機になる。

「海と生きる」シリーズの中でも出色の番組として高く評価したい。 

 

○  大きなテーマを正面から捉え、歴史ある瀬戸内の生活の今昔を７３分にまとめた、

重厚な番組になっていた。番組の冒頭から、目を奪われるほどの美しい映像が続き、

その後の展開に期待が高まった。まず紹介されたのは、サイクリングロードとしての

しまなみ海道だった。進行するにつれ、瀬戸内が日本の歴史や文化に深く関わってい

たことなどが紹介され、どんどん内容が深まっていった。特に、大山祇神社の紹介や、

能島の城しの発掘の話などは興味深く、思わずその歴史に思いをはせた。また、弓削

島の塩の文化や、しまなみの島々のあまり知られていない話が丁寧に調べられていた。 

 

○  しまなみ海道と島の魅力、架橋が地域に与えた影響についての、ゲストのコメント

がすばらしい。それぞれの独自の視点で語られる、個性豊かな表現はイメージが湧き

やすく、心に訴えかけてくるものがあった。橋で結ばれたことで、人と人との交流が

生まれ、島民にとってはあたりまえのことが外の人に喜ばれ、島の宝を見直すきっか

けとなるという移住者の視点も興味深い。「日本は、若い世代が文化を大切にする暮

らしを蘇らせてくれると思う」という結びも良い表現だ。海水から塩づくりをする伯

方小学校の生徒の表情、お年寄りから製塩法を学ぶ子どもたちの表情も良い。未来へ

の希望が見える作品に仕上げられていた。 

 



3 

○ それぞれのテーマに沿って、美しい映像や心を引きつけるコメントが紹介され、印象

深い番組だった。人や文化を運ぶ海の道として、日本の発展を支えてきた瀬戸内の歴

史が整理されて描かれ､説得力があった。４人のゲストは、番組にふさわしい人選で、

それぞれの感性豊かなコメントの中に、しまなみ海道の未来へのヒントが散りばめら

れていた。特に、「何もないのではなく､そこにあるものが一番すばらしい」との提

言が印象的だった。古くから続く、海と島との豊かな関係が忘れかけられている今、

あらためて、その豊かさを見つめ、瀬戸内の未来を模索した意義深い番組だった。 

 

○   “あたりまえ”のものにありがたさを感じ、地域に誇りを持つことが重要だという

メッセージを感じ、勇気をもらえた番組だった。便利さだけを追求し、車社会になっ

てしまった現在では、何もかもが通過点になってしまい、休むことを忘れてしまった

ように思う。サイクリングのために遠方からしまなみに来る人々は、自然だけでなく、

人の温かさを感じ、休むこと、立ち止まることの大切さを思い出すのではないか。「こ

こに無いものを充足する事がサービスだと考え、今まで発展させてきたために、かえ

ってふるさとの個性を無くしてしまった」という指摘に、考えさせられた。 

 

○  「自転車で天空を走り抜け、美しい空気を吸って、さわやかな潮風に触れ、鳥より

高く走る」という川井郁子さんのナレーションが、しまなみ海道の魅力を印象的に表

現していた。世界的にみても、観光客を呼ぶことができるほどしまなみ海道は魅力に

あふれていると実感できた番組で、「国際サイクリング大会」では、蛇口からオレン

ジジュースが出るなど、愛媛県ならではのユニークな“おもてなし”もあり、おもし

ろく見た。難点を言えば、参加した外国人の声がもっと聞きたかった。また、番組で

紹介されていた島々の位置関係が分かりにくかった。ときどき地図が出ていたが、も

っと大きく見せてほしかった。４人のゲストの座談会は、橋の良いところばかりでな

く、陰の部分も紹介していて、考えさせられる深い内容だった。さらに、映像がすば

らしく、特に写真家の山田逸朗さんが撮影した大三島橋が印象に残った。 

 

○  「サイクリングの聖地」であるしまなみ海道の将来に期待する人々の意気込みが伝

わってきた。サイクリング大会では、地元の人々を通じて、ふれあいや、おもてなし

の心が伝わったと思う。瀬戸内の魅力を最大限に引き出せるイベントだ。かつて瀬戸

大橋ができたときに「橋は渡るものであって観光にはならない」と言う声もあったが、

そうならないように、地元の人が努力してしまなみ海道を守っていかなければならな

い。今後の観光施策が非常に重要になってくるが、四国を盛り上げるヒントがたくさ

んこめられた番組だった。やや時間が長く感じられた点が残念だった。 

 

○  内容を盛り込みすぎていて、７３分が長く感じられた。サイクリストがしまなみ海
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道を走る映像はインパクトがあった。瀬戸内の風景の美しさと、サイクリストが風雨

に負けず走って、しまなみを楽しむ様子にひきつけられた。しかし、４人の座談会の

場面になったとたん、もの足りなくなった。次第に、映像のスピード感や次への期待

度が薄れてしまった。遠くからやってきたサイクリストたちが、驚きの体験をしなが

ら自転車を走らせてゴールをするまでを、全編に渡って描く構成もありえたのではな

いか。そのほうが、ストーリー性があって分かりやすいし、ゴールの瞬間を見たいと、

視聴者の気持ちがラストまで持続できたと思う。テーマが次々に出てきて、それぞれ

の場面も良かったが、金曜の夜に慌ただしくテレビを見る視聴者を、７３分間チャン

ネルを変えずに引きつけておくには厳しかったと思う。 

 

○   この番組から、しまなみ海道の魅力は十二分に堪能できた。また、多くの人に取材

し、話を聞いていて、具体的で説得力のある映像や言葉が盛り込まれていた。しかし、

「人口減と高齢化」については、伝聞や感覚的なイメージに基づきゲストのトークが

行われているのみで、人口や生産、所得などの具体的なデータが提示されたり、関係

者に取材した場面もなかった。この部分が弱かったために、「しまなみ海道が今後美

しくあり続けるため」の提言が、ありきたりの話をしているだけのように感じられ、

迫力に欠ける要因となっていた。 

 

○  瀬戸内海国立公園指定８０周年を機に、瀬戸内をさまざまな形で取り上げる「海と

生きる」シリーズは、地域にとってもありがたいことだ。しまなみ海道が完成して１

０数年たつが、例えば、亀老山、大山祇神社、平山美術館、潮流体験など、点と点の

観光の色彩が強かった。ようやく、「サイクリストの聖地」とまで呼ばれるようにな

り、地域にとけ込んだ「観光」を世界に向けて発信できるようになってきた。しまな

み海道の観光が発展し、さらに四国八十八ヶ所のおもてなし文化との相乗効果で発展

していくことを強く望んでいる。番組では、サイクリングだけでなく、世界につなが

る海上交通の要衝「来島海峡」を紹介し、能島の中国磁器、塩づくり、海賊の果たし

た役割など、歴史と経済の発展史もからめて、内容に厚みを持たせていた。できれば、

この地域の現代の主要産業である造船・海運業にも関連づけて触れてほしかった。ゲ

ストも適役だと思うが、執筆活動の打ち合わせも自転車で移動するという山本一力さ

んには、しまなみを経験してから番組に参加してもらいたかった。また、藻谷浩介さ

んが「もっとたくさんの人が移り住めばよい」とコメントしていたが、移住となると、

現実には課題も多い。そうした課題の面も、もっと描いてほしかった。地元の特産品

や郷土料理など良いところは分かったが、それを他の地域の人にどのように提供して、

地域の活性化につなげていくのか、もう一歩踏み込んだ提言がほしかった。今後も、

「サイクリストの聖地」を目指すしまなみ海道の進展を見守っていく番組を期待した

い。 
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（ＮＨＫ側） 

                         ７３分という長時間の番組をどう構成するかは制作者が

頭を悩ませるところだ。バラエティに富んだ話題を用意し

なければいけないが、散漫になってはいけない。そこで、

今回の番組は「道」を軸に番組を構成していこうと考えた。

「橋が通っている」という物理的な「道」はもちろん、そ

の下にある瀬戸内海そのものも海上の「道」である。さら

に歴史的にも、過去から現在につながる「道」がある。「道」

を大きな軸として構成すれば、「しまなみの魅力」を揺ら

ぐことなく、描くことができると考えた。また、もうひと

つ意識したことは、番組を通して、瀬戸内の人たちを元気

づけたいということだ。そのためには、視聴者が納得でき

るストーリーを描くことも大切だと思った。瀬戸内をただ

礼賛するだけでは、納得は得られない。架橋によるマイナ

ス面を盛り込みながらも、やはりすばらしいと納得できる

よう、瀬戸内の魅力を描いたつもりだ。「足元にある魅力」

というのは、四国に住む人こそ見失いがちなものではない

だろうか。外から来る人が新しい目で四国を見たり、ゲス

トの大林宣彦さんのように「一度地元から離れて、もう一

度戻って見たときに、これまで気づかなかった魅力が分か

る」ということをメッセージとして伝えたいと思って制作

した。 

ゲストの山本一力さんは、番組の中ではあまり語ってい     

ないが、自転車に造詣が深い。当初はサイクリングに関し

てのお話が多くなるかと予想していたが、それにとどまら

ない非常に良いお話が聞けたと思っている。 

「島の位置関係が分かりにくい」というご指摘があった。     

７３分間、島の位置関係を意識して番組を見ていくことは

難しいことから、今回はあえて詳しく説明はしなかった。     

また、もっとサイクリングに重点を置いた番組を見たい

とのご意見があった。今回取り上げた国際サイクリング大

会はプレ大会で、来年度は本大会の開催が予定されている。

サイクリングに重点を置いた番組を制作するなら、本大会

が開催されるタイミングが良いと思っている。また、地域

の衰退に対する解決策にまで踏み込んでほしいとのご意
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見もあったが、「四国羅針盤」などの番組でも課題は取り

上げている。「海と生きる」は、地域の人たちに誇りをも

ってもらいたいと思って制作した番組なので、瀬戸内の魅

力を伝えることに重点を置きたい思いがあった。今後も、

四国の足元にある魅力に気づいてもらえるような情報発

信に力を入れていきたい。 

常々意識していることだが、番組は空気感で語るのでは

なく、地に足のついたものでなければならない。ご指摘の

あった「人口減と高齢化」や「地域の衰退」といった点の

裏付けが足りなかったことは反省点だ。また、大林さんの

お話の中で、現代は「文明ではなく、文化の時代になって

いる」とあったが、そうなったのは文明が発展したからこ

そだ。文明が発展して何でも手に入るからこそ、地域に行

かなければ手に入らない「文化的なもの」の価値が相対的

に上がってきた。文明の力によって文化に光が当たってい

るというところまで深められたら良かったと思う。 

また、７３分という長い番組なので、チャンネルを変え

ながら番組を見る“ザッピング”視聴には、頭を悩ませて

いる。ひとつのテーマより、多彩な話題を入れたほうが、

視聴者をつなぎとめられるというねらいがあったが、どう

いったスタイルが今の視聴者の視聴習慣に適した番組構

成なのかは、引き続き考えていく必要があると思った。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月１８日(月)のあしたをつかめ～しごともくらしも～「造船会社 ぎょうて

つ」は、若い職人の姿が非常に頼もしく感じられた。労働力の確保は、地域の大きな

問題でもあるので、外国人労働者のことも含めて、多角的に取り上げていってほしい。 

 

○  １１月２３日(土)のＮＨＫスペシャル“認知症８００万人”時代「母と息子 ３０

００日の介護記録」（総合 後 9:00～10:13）は、ＮＨＫの元ディレクターである相

田洋さんが、認知症が進行していくお母さんとの日々を撮影して作った番組だ。相田

さんには、視聴者に伝えたいメッセージがあった。だからこそ、日常をありのままに

放送したのだろう。座談会では、介護の現場で働いている人たちが、相田さんの例を

とりながら、総論的な話ではなく実際どうすれば良かったかを具体的に話していた。

日本は、超高齢化社会に世界で初めて突入する。誰にでも認知症を患う可能性がある
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なか、正面から向き合ったＮＨＫを評価したい。認知症をめぐっては、介護老人保健

施設でリハビリをしたり、家庭復帰をめざしたり、訪問看護師やデイケアなど、さま

ざまなサービスも利用することができる。また、地域包括ケアシステムの推進など新

しい社会システムの開拓も進んでいるので、こうした取り組みも紹介してほしい。 

 

○  １１月２９日(金)の四国羅針盤「巨大地震 食料をどうする～“備蓄１週間”の衝

撃～」は、従来は３日分必要とされていた水や食料の備蓄が、１週間分求められるよ

うになったことを取り上げていた。一般の人のインタビューを見ていても、備蓄に対

する意識は高くないように思われたが、番組では「ローリングストック」という具体

的な方法を紹介していてよく分かった。一方でアレルギーに対する不安がある家庭で、

１週間分の備蓄が可能なのかを検証していて、非常に気になった。実際に東日本大震

災では、アレルギーで食べるものがなくて困ったという声もあるそうだ。番組では、

あらかじめコンビニなどに備蓄をして利用してもらうことが大事だという提言もさ

れていた。巨大地震というと津波対策ばかりが目立つが、アレルギーなどのハンディ

キャップのある人たちに対してどのような対策をとるのかが盲点になっている。ＮＨ

Ｋにも、もっと取り上げてもらいたい。 

 

○  １２月１日(日)のＮＨＫスペシャル「汚染水～福島第一原発 危機の真相～」は、

原発の汚染水問題に深く切り込んだ意義深い番組だった。撮影に危険を伴う東京電力

福島第一原発内部の映像も交じえ、汚染水問題の深刻さを浮き彫りにしており、原発

の今後を考えるうえでも非常に価値のある番組だった。複雑な原発内部から漏えい箇

所を見つける難しさがよく分かり、米国の汚染水対策も参考になった。ただ、この米

国の対策は、地下水に海水の混じった福島第一原発には転用しにくいということで、

解決に向けた決定打のない現状が理解できた。ＮＨＫの番組制作サイドの原発に対す

るアプローチに敬意を表したい。 

 

○  １２月２日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「プロに学べ！勝負の極意スペ

シャル」は、過去に放送した番組を再構成した内容だった。今回の番組をきっかけに、

映像や番組の「マルチユース」について考えた。昔、ＮＨＫで同じ映像を何度も使っ

ていたことがあったが、その時は良いイメージがなく「使い回し」をしているという

意識だった。しかし最近は、以前に放送した素材を使って別の番組を作ることに関し

てセンスが良くなっていると感じる。例えば、高知局制作の“仁淀ブルー”などは、

いたるところで同じ映像が使われていたが、全く違和感なく見ることができた。おそ

らく、映像の美しさが際立っていたり、構成がすばらしいからだろう。最近はハイビ

ジョン映像のストックも増えて、必然性の高い場面で、その場に見合った映像を使え

るようになってきたようだ。ＮＨＫのすばらしい技術力を感じる。映像は財産だと思
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うので、これからもすばらしい映像とともに良い番組で、私たちを楽しませてもらい

たい。 

 

○  １２月６日(金)の四国羅針盤「害虫が押し寄せる～カメムシ被害・最新報告～」は、

みかんを中心にカメムシの被害を検証していた。農業の現場では、数年前から稲の被

害も深刻になってきている。もっと早く放送しても良い内容だった。カメムシによる

被害を防ぐためには、新しい品種改良などの研究を重ねなければならない。出演して

いた専門家から「少し虫に食われたものでも許容する」よう消費者の意識改革も必要

だとの提言もあったが、現実的ではないように思われ、気になった。こうした地域の

問題をとらえた番組を引き続き放送してほしい。 

 

○  １２月７日(土)の地球ドラマチック「古代マヤ文字を解読せよ」は非常におもしろ

かった。マヤ文字がスペインの宣教師によってすべて焼き打ちされ、文化も歴史も全

部捨てさせられていく。文字が失われていくこと、言葉を奪うということがいかに人

間の歴史に大きな影響を与えるのか、伝わってきた。マヤ文字の解読にあたり、さま

ざまな方法を試した結果、マヤ文字はいくつかの音節を合わせたような文字だという

ことが分かる。一種類ではなく何種類も文字を使い分けていて、非常に芸術的だと紹

介されていた。日本語の歴史にも通じるものがあってとても興味深かった。日本で独

自に作った番組ではないと思うが、このように勉強になる番組をこれからも放送して

いってほしい。 

 

○   １２月８日(日)のＪリーグ Ｊ１昇格プレーオフ「京都サンガ」対「徳島ヴォルテ

ィス」（総合 後 3:20～5:30 四国ﾌﾞﾛｯｸ）は、決勝進出が１週間前に決まったこと

にもかかわらず、四国では総合テレビで生中継され、Ｊ１へ昇格した喜びを四国全体

で共有できたことに感動した。「カマタマーレ讃岐」もＪ２に参入し、四国ではサッ

カーにますます注目が集まる。できるだけ多くの試合を中継してほしい。 

 

○  １２月９日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「上戸彩 石川県七尾市」（前編）は、偶然が

重なって、俳優の仲代達矢さんに出会うことになり、驚いた。“ぶっつけ本番”なら

ではのおもしろさだと思った。 

 

○  １２月１０日(火)のクローズアップ現代「団塊パワーを活用せよ～アクティブシニ

アが地域を変える～」は、シニアが地域社会にとけこめない理由を挙げて、シニアの

やりがいと地域のニーズを結びつけて、循環型社会を創出することが大事だという話

を展開していた。これはビジネスにも通じる興味深いものだ。日本の岐路とも言える

高齢化は、ピンチではなくチャンスであるということに共感した。 
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○  １２月１１日(水)の歴史秘話ヒストリア「よみがえる幻の安土城 最新研究 発掘

された信長の謎」は、歴史に忠実な考証がされていた。安土城に関しては諸説あるが、

番組では、最も説得力を持つ説が採用されていたようだ。今後もできるだけ確かな資

料に基づいて番組を制作していってほしい。 

 

○  「亀田音楽専門学校」はＪポップのヒット曲を、洋楽などと比較しながら解説する

番組だ。編曲によってアレンジされていく過程を、転調や、テンポ、コード、といっ

た要素で理論的に説明する。1990 年代以降からＪポップが広がっていった背景には、

このような理論があるのかと、おもしろく見た。 

 

○  ＢＳプレミアムの「にっぽん縦断 こころ旅 朝版」は、火野正平さんの温かいコ

メントや、さりげない立ち居振る舞いに癒やされる番組だ。１５分の放送時間に内容

が凝縮されていて、特に「心に残る風景」を訪ねるまでの過程がおもしろい。先週で

２８８回の放送を迎えたということだが、ぜひ続けてほしい。 

 

 

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、１８日（月）、ＮＨＫ松山放送局におい

て、１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、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。続いて、しこく８「ひとりぼっちのニホンカワウソ」を含め、

放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長   大塚 岩男（（株）伊予銀行頭取） 

副委員長   今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

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） 

坂田 千代子（（株）あわわ会長） 

宅間 一之（高知県立歴史民俗資料館顧問） 

松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

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） 

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「ひとりぼっちのニホンカワウソ」 

（総合 １１月１日(金) 後 8:00～8:43）について＞ 

      

○   とても切ない気持ちとともに、複雑な思いが湧きあがってくる番組だった。昨年８

月に、環境省から「絶滅宣言」を受けたニホンカワウソに関する古い写真や映像、資

料を探しあて、関わってきた人たちのさまざまな記憶や思いを掘り起こしたことは評

価できる。ニホンカワウソがたくさん生息していた頃の様子を見せ、絶滅に至るまで

の兆候や理由を、順を追ってわかりやすく解説していた点も良かった。漫画家の村岡

マサヒロさんがニホンカワウソの足跡をたどるアイデアは良かったが、村岡さんの登

場シーンが少なく、漫画を書くためにみずから調査している様子が、映像からは十分

に伝わってこなかった。 
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○  ニホンカワウソの絶滅の理由を提示し、どうするべきだったかを考えさせる点が非

常に良かった。絶滅を防ぐためにわれわれ人間はどんな努力をしたのだろうかと悔い

が残る思いがした。自然と都市が共存できれば良いのだが、実際には難しいことを実

感させられた。また、ニホンカワウソに関する貴重な映像を通して問題を提起したこ

とは、テレビが持つ力を十分に発揮したものだと思う。空腹で、恋人や友達を求めて

歩きまわり、最後に車にひかれたニホンカワウソのストーリーは「ひとりぼっちのニ

ホンカワウソ」という番組タイトルにあるように、残酷で、非常に切なく、心に訴え

るものがあった。 

 

○  かけがえのない“隣人”を失ってしまった現実を四国の住民にあらためて実感さ

せる意義は深く、切ない番組だった。番組では、まず子どもが脅えた「エンコウ」

を登場させるなどし、民俗学的な視点も取り入れながら、科学的な分析や目撃者の

談話を続け、ニホンカワウソがたどった絶滅への道を、貴重な映像を織り交ぜて分

かりやすく伝えていた。絶滅の兆候があったと視聴者を残念がらせる構成は巧みで、

１０キロもの広大なエリアを縄張りとして必要とした大型で大食のニホンカワウ

ソが、生活の場やえさ不足から追い詰められていった状況がよく理解できた。ニホ

ンカワウソを何とか守ろうとしていた人たちが何人もいたことを知り、その熱意に

も打たれた。姿を消して久しいニホンカワウソをどう番組展開するのか関心があっ

たが、吉岡秀隆さんのナレーションもマッチしており、視聴者の心を打つ内容にな

っていたと思う。 

 

○  ニホンカワウソが絶滅に至る経緯が良く理解できた。乱獲や植林による自然環境

の変化は、ニホンカワウソが絶滅した一番の要因であり、子孫を残す環境がなくな

ればその種は絶滅してしまう。身近な環境に目を向けても、農地が宅地化され、子

どもの頃に見られた動植物はほとんど見ることができない。文明が発展したときこ

そ、自然を保護することの重要性を認識すべきだと感じた。 

 

○  文明の発達が、便利さばかりを求めたあげく、環境破壊や自然汚染につながってい

く。さらに、エビ網にかかる事故、稲を束ねる紐による事故、交通事故死など、ニホ

ンカワウソの絶滅に拍車をかけていった実態の証言は強烈だった。それでもまだ生存

を信じ、２０年間ニホンカワウソを探し続ける人々の「生きていてもらいたい」と願

う心が熱く伝わった。漫画の中で、幸せだった頃を思い出すニホンカワウソの姿は切

なさを一層高め、その愛くるしい姿は、見る人の心を温め、救ったのではないだろう

か。作品の構成、展開もよく、ＮＨＫらしい貴重な映像や証言、研究の成果を交えな

がらの追跡はさすがだ。吉岡秀隆さんの語りも作品によくあっていた。 
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○   ニホンカワウソは絶滅したのか、生息の可能性があるのか、その解明にせまる番組

を制作しようとした発想に感心する。また、「ひとりぼっちのニホンカワウソ」とい

うタイトルもすばらしい。あらためて「ニホンカワウソの絶滅」について検証しよう

と、ニホンカワウソの写真や挙動の資料を収集した意義も大きい。この番組は、社会

環境の急激な変化により生態系を含む自然環境が損なわれ、種の絶滅に繋がることに

警鐘を鳴らしている。しかし、それを声高に強調することなく、事実をもとに自然環

境を守ることの大切さを淡々と示している点でもすばらしい番組となっていた。特に、

「決して意気込まないで、優しい声で語りかけるナレーション」が持つ力の大きさを

感じた。また、漫画家の村岡さんのニホンカワウソの絵が実にかわいらしく、やさし

さがにじみ出ていて、ほのぼのとさせられた。当時どれだけ生息していたかを調べ、

２０年以上ニホンカワウソを探し続ける高知の人たちの執念にも感心した。今回の番

組で提起された問題は、決してニホンカワウソだけの問題ではなく、あらゆる生態系

に関わる問題でもある。引き続き、取り組んでいってほしい。 

  

○  環境変化にふれ絶滅の原因分析を行う一方、「思い出のニホンカワウソ」という描

き方もしている。警鐘とノスタルジーを混在させながら視聴者の興味、関心を引きつ

つ、問題提起していた。平成２４年８月の「絶滅宣言」をうけて、ニホンカワウソを

とりあげたことはタイムリーだ。ニホンカワウソのことを知っている人たちが高齢化

していくなか、分散している情報や映像を収集し、記録することは重要だと思った。

特に、８ミリカメラで撮影された映像の存在を発見し、世の中に認識させた意義は大

きい。今後もこのように貴重な資料を散逸させることなく収集、発信して、分かりや

すく問題提起をしてほしい。 

 

○  生き物が絶滅していくということを、視聴者は日常の中であまり考えたことがない

だろうが、興味をもって番組を見ていくと、じつは身近な場所で“今”起こっている

かもしれないということに気付く。小さくても継続的な環境破壊によって、弱い生き

物は今も絶滅の危機にひんしていることが伝わり、胸が痛くなる。漫画家の村岡さん

が足跡をたどるという設定が、最初は不自然なように感じたが、現存する人や映像や

写真の情報でしか紹介できないことや、この番組の内容をテレビ以外のメディアで未

来へ伝えることができるという点では良かったのかもしれない。現在も毎日、ニホン

カワウソが生存している可能性を願って河原で撮影を続けている人についてもっと

詳しく紹介してほしかった。ラストが「今、私たちにできることは、その切なさを胸

に止めておくことだけなのかもしれません」で終わってしまうのでは、寂しさと疑問

だけが残ってしまう。ニホンカワウソのように絶滅の危機に瀕している生き物は他に

いないのかを検証して今後につなげてこそ、この番組の存在価値が大きくなる。「切

なさ」を伝えるだけでなく、「今、わたしたちにできること」を伝えてほしい。 
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○   ナレーションの吉岡さんの声が、全体的に非常にもの悲しく、見終わってから少し

切ない気持ちになったが、意図的なものだろうか。高知県出身の漫画家の起用は、親

近感が湧いた。漫画の特徴は、実写にできないものを表すことだと思う。しかし番組

で使用されていた漫画はインタビュー内容を単におさらいしているようで、その良さ

を生かし切れていなかった。仲間を見つけ子供を残したいと思った最後のニホンカワ

ウソの“思い”を、漫画という手法でもっと深く掘り下げて欲しかった。また、番組

の中で何度かに分けて紹介していた漫画を、最後に一気にまとめて紹介すればインパ

クトもあったように思う。昭和５４年のニホンカワウソの映像を見て、私たちが子供

のころ、まだ生息していたと知り驚いた。警戒心の強いニホンカワウソの映像が残さ

れており、今回見ることが出来たのは大変貴重だ。最後に、「今、私たちにできるこ

とは、その切なさを胸に止めておくことだけなのかもしれません」という言葉で終わ

るため、今回の番組で伝えたかったことは何だったのか疑問が残った。 

 

○  かつて私たちのすぐそばにいたニホンカワウソを通して、ひとつの種が絶滅に追い

やられる経緯を追っていくという着眼点はおもしろいが、全体的にはややピントがず

れていた。最後のナレーションにあったような「その切なさを胸にとどめておくこと

だけ」ではなく、これからの環境問題に取り組むための提案にまで踏み込んでほしか

った。ニホンカワウソをもっと早く保護対象にできなかったかを検証したり、人工繁

殖で保護を進めているトキの取り組みなどを参考に絶滅防止の方法を考えるなど、も

っと内容を深めることができたのではないか。「気がついたときにはもう遅い」とい

うことばどおり、本来であれば、警戒心の強いニホンカワウソが人間のそばまでやっ

てきたという変化の兆候が見えたときに、四国から全国に発信すべきことだったと思

う。 

村岡さんが訪ねるニホンカワウソの足跡も興味深かったが、諦めることなくニホ

ンカワウソを探し続ける人々の活動も引き続き取材してほしい。そして、開発を重

視し環境を壊してきた私たちの失敗に対する反省から、たくさんの絶滅危惧種に対

して何ができるのかを問い、警鐘を鳴らす番組へと発展させてもらいたい。 

 

○   全体に落ち着いた静かな進行で、吉岡秀隆さんのナレーションがうまくマッチして

いた。ニホンカワウソを長年研究し続ける人たちの研究成果など、貴重な資料が紹介

され、地道な活動に光をあてた点も評価できる。番組のねらいが、人間社会が種の絶

滅を招いたという問題提起にあり、乱獲と環境の変化に対する指摘が中心になること

は容易に予想される。その予定調和的な流れに変化を持たせるために、漫画で主張を

展開する工夫をしたのだと思うが、その効果はあまり感じられなかった。むしろ、感

傷的な印象が強くなり、最後のまとめの「自分を最後に、一つの種が消えていくこと
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をニホンカワウソは知っていたのでしょうか」ということば通り、センチメンタリズ

ムで締めくくられた印象が強く残った。乱獲や害獣として殺処分されたことにはあま

り触れず、環境の変化も人間の生活を守るためだったという視点から語られていたこ

とは、問題の本質をぼかしているのではないか。我々の生活が今も別の生き物の生息

圏を奪い続けていることを指摘すべきだ。かつて我々は自然と共存した生き方を選び、

その生活の営みから文化をはぐくんできた。現代になって大量生産・大量消費の方向

に転換されたことによって、ニホンカワウソのような種の絶滅という事態が急速に広

まってきたが、長く日本の文学や詩歌に描かれてきた動植物を失うことは、同時に今

まで培われてきた文化の崩壊でもある。郷愁やひとりぼっちになったニホンカワウソ

への共感というセンチメンタリズムではなく、我々の生き方そのものを問い直すとい

う視点をもう少し打ち出してほしかった。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

                         ニホンカワウソの絶滅に対して自分たちに何ができたの

かを感じてほしいと今回の番組を制作した。制作者側から

その答えを明示するのではなく、番組を見た人自身で考え

てもらいたいというねらいから、今回の番組では、ニホン

カワウソが絶滅するまでを客観的な事実で描くと決めて

いた。そこが「センチメンタリズム」で終わってしまった

という印象を与えてしまった要因かもしれない。引き続き

取材をしながら、さらに踏み込んでこの問題に取り組んで

みたい。 

映像を撮ることができないものを番組にすることは非常

に難しい。半年間にわたって取材を続け、今回初めて公開

した映像や、絶滅に至るまでの実態を浮かび上がらせる素

材などにたどり着くことができた。ニホンカワウソに生き

ていてほしいと願う人たちはたくさんいるが、ニホンカワ

ウソを守るために実際に我々は何をしてきたのか。そのこ

とを絶滅に至るまでの資料を客観的に積み上げながら、言

外に訴えていくところに注力して制作した。 

ナレーションについてご意見をいただいた。今回は、ニ

ホンカワウソの足跡をたどっていく村岡さんの目線で語

ってもらいたいと思い、俳優の吉岡秀隆さんにナレーショ

ンをお願いした。吉岡さんが映像を見て、感じたままにナ

レーションしてもらえたのは良かったと思う。 
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昭和５４年５月にＮＨＫがニホンカワウソを撮影した後、

７月に撮影された映像が残されていて、今回の番組で初め

て公開した。８ミリカメラで撮影されたこの映像は、取材

を続けるなかで、撮影の数日前に見つかった素材だったが、

あの映像がなければ、この番組も全く違うものになってい

ただろう。 

番組の企画提案段階から、一貫していることがある。「ひ

とりぼっちのニホンカワウソ」とあるように、最後の一頭

の目に映った景色がどんなものだったのかを描くという

ことだ。自分が最後だと分かったうえでパートナーを探す

ニホンカワウソの切ない気分を描き出すことで、一つの種

が絶滅してしまうことの取り返しのつかなさをうまく伝

えることができるのではないかと考えた。漫画を使って、

カワウソの気持ちにもっと踏み込んでいくことができれ

ば、番組のねらいを、よりわかりやすく伝えることができ

たと思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月２０日(日)のＮＨＫスペシャル 病の起源 第３集「うつ病～防衛本能がも

たらす宿命～」は、いまや非常にポピュラーな病気となった「うつ病」について、理

解しやすい実例を交えながら説明しており、非常に分かりやすく勉強になる内容だっ

た。 

 

○   １０月２５日(金)のドキュメント７２時間「パウダールーム 女のホンネ」が非常

におもしろかった。駅のそばのパウダールームでいろいろな人間模様が出てくる。こ

うした淡々と撮影しながら人を描き出す番組を続けてほしい。 

 

○   １０月２７日(日)のさわやか自然百景「石鎚山麓 面河渓」は美しい映像を楽しま

せてもらったが、生息する昆虫など動物の紹介がやや多すぎる感じがした。 

 

○   １０月３１日(木)の発見！体感！ 大いなる“四国三郎”吉野川紀行（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱ

ﾑ 後 9:00～9:59）が良かった。吉野川を取り巻く自然や風土に加えて、藍染めなど

の文化を幅広く紹介していた。特に、徳島県内を流れる新町川では、市民の有志が中

心となって、行政に頼らない「新町川を守る会」を結成して河川環境の向上に取り組

んでいる。こうした全国的にも注目すべき取り組みを紹介していたことも評価できる。
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住民の知恵をもって吉野川と共存してきた歴史や、現在人気を集めるラフティングの

紹介も交え、６０分の番組にコンパクトにまとめられていた。 

 

○   １１月１日(金)の四国羅針盤「ブーム到来！“シニアの修学旅行”」が印象深かっ

た。特に、同窓会ブームで団塊世代などの修学旅行地再訪に目をつけた香川県庁の“こ

んぴらさん”再生の取り組みに感心した。昭和３０年代の看板や菓子、おもちゃ、家

電、車などを集めた集客の工夫はおもしろかった。シニア世代の個人金融資産 900

兆円が各業界のターゲットになっているとの説明も説得力があった。九州方面の観光

地も取り上げられていたが、愛媛県の道後温泉など、四国の他の観光地を取り上げて

ほしかった。 

 

○  四国羅針盤「ブーム到来！“シニアの修学旅行”」がおもしろかった。自治体や旅

行業界がさまざまな企画をヒットさせている理由がよく分かった。一方で、アナウン

サーと解説者のスタジオでのやりとりに、やや焦りが感じられ、聞き取りづらいとこ

ろがあった。また、すでに解説した内容と重複している点などがあって、気になった。 

 

○   １１月１日(金) のドキュメント７２時間「“広島太郎”を探して」は人の温かみ

が伝わってくるいい話だった。 

 

○   １１月６日(水)の歴史秘話ヒストリア「今こそ知りたい！ ジョン万次郎～日本開

国前夜 驚きの舞台裏～」を視聴した。アメリカとの交渉の際にジョン万次郎が通訳

を務めた記録がアメリカに残っているということに、興味をかきたてられた。また、

万次郎の半生を描いた物語が、アメリカで全米児童文学賞を受賞し、アメリカの子ど

もたちの間で人気だということを初めて知り、驚いた。 

 

○   １１月８日(金)のドキュメント７２時間「瀬戸内海ヒッチハイク漂流記」を視聴し

た。台風で足止めになったり、断片的な会話がどんどん展開していくところはおもし

ろかった。一方で、台風の接近が分かっていながら、足止めをくらわないよう、スケ

ジュール調整をなぜしなかったのか疑問に感じた。 

 

○  ドキュメント７２時間「瀬戸内海ヒッチハイク漂流記」がおもしろかった。海上の

ヒッチハイクとは考えもしないことだったが、うまくいかないことがあったり、あえ

て作り込んでいない演出に好感が持てる。ありのままの暮らしが見えたり、偶然の出

会いのおもしろさを楽しめる。金曜の深夜の気分にあっている番組だ。自分がそこを

歩いているような、体験しているようなリアリティーを突き詰めると、もっとおもし

ろくなると思う。 
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○  １１月１５日(金)のドキュメント７２時間「砂丘に呼びよせられて」がおもしろか

った。時間によってさまざまな人が砂丘を訪れ、それぞれの方法で楽しんでいる様子

が興味深かった。 

 

○  １１月１５日(金)ファミリーヒストリー「桂文枝～記憶なき父・衝撃の出会い～」

の内容に引きこまれた。かつて、文枝さんの母である治子さんが文枝さんに言った「天

皇陛下にお目にかかっても失礼のない人間になりなさい」ということばが現実になっ

た場面は、非常に感動した。 

 

○   １１月１５日(金)のにっぽんの芸能「紅葉をめでつつ酒の宴（うたげ） 舞踊“三

人生酔”」が、非常に美しい舞踊の世界を取り上げていて印象に残った。 

 

○   １１月１５日(金)スペシャル時代劇 大岡越前「名奉行誕生」の再放送を視聴した。

非常に豪華な配役のドラマだが、初回だったからか、いろいろと盛り込みすぎて落ち

着きがなく、展開がやや単純に感じられた。このドラマは、かつて民放で放送された

ドラマのリメイクだと聞いているが、やはり昔からＮＨＫで放送している藤沢周平原

作シリーズのようなしっとりとした時代劇が見たい。その上で、新しい演出などを取

り入れていってほしい。 

 

○  １１月１６日(土)のマサカメＴＶ「スマホで撮る超感動映像＆成績アップ？のアプ

リ」がおもしろかった。風船でスマートフォンを高度３万メートルまで飛ばして地球

を撮影したり、「アプリ甲子園」が開催されているなど、スマートフォンの限りない

可能性を感じる番組だった。 

 

○  ここ数年、ＮＨＫで「食」を取り上げた番組を見ていると、単なる料理紹介でなく

「生き方と食」というように、「食」を通して「人となり」を描くような取り上げ方

が増えており、とても良いと思う。ドラマでは、連続テレビ小説「ごちそうさん」や

ドラマ１０「真夜中のパン屋さん」も「食べること」をひとつのキーワードとして日

常の生活を描いている。Ｅテレの「グレーテルのかまど」や「妄想ニホン料理」「サ

ラメシ」など、「食べること」を通して、その人の生き方を描くだけでなく「国の文

化」にまで高めた番組に出会うことも多くなった。特に、「共に食べる」ことの大切

さを重要なテーマとしていて、すばらしい。文化の伝承は一緒に食事することから始

まるという食育の基本に沿った番組が多くなってきている。「食」という視点で、こ

れからもさまざまな切り口の番組を作ってほしい。特に小さな子ども向けの教育番組

を期待する。 
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○  木曜時代劇の「あさきゆめみし～八百屋お七異聞」を視聴した。知名度の高いジェ

ームス三木さんによる脚本で、放送が始まる前から楽しみにしていたドラマのひとつ

だ。ただ、内容はおもしろいが、時代劇経験の少ない出演者の演技など、批判もある

と聞く。さまざまな意見があるようだが、こうした批判にもしっかりと耳を傾け、さ

らに良い時代劇を作っていってほしい。 

 

 

 

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、２１日（月）、ＮＨＫ松山放送局におい

て、１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、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。続いて、しこく８ 四県対抗 しこクイズ「芸術系高校対決！」

を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長   大塚 岩男（（株）伊予銀行頭取） 

副委員長   今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

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） 

松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

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） 

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 四県対抗 しこクイズ「芸術系高校対決！」 

（総合 １０月１１日(金) 後 7:30～8:43）について＞ 

      

○   芸術に青春をささげる高校生たちの姿や、四国の秘めたる芸術パワーの持ち主を紹

介する企画は興味深く、新鮮だった。若い“芸術家の卵たち”の日常の姿や活動は、

世間一般にはあまり知られていないが、番組を通して活動の一端をのぞくことができ、

好感が持てた。一方で、７３分という放送時間は長すぎるように感じた。あれもこれ

もと欲張って紹介したために、結局どの内容も強く心に残らなかった。クイズ形式で

４県が対抗すること自体は悪くないが、リアルタイムで各県のデータを集計するため、

多くの時間を要し、結果として番組を間延びさせたように思う。また、視聴者が一番

見たいのは、高校生の活動そのものではないだろうか。冒頭の番組概要や、司会者の

出題するクイズをカットするなど、時間配分を再検討してはどうか。また、応援団長
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であるタレントの役割が明確でなく、生徒を盛り上げるというより、騒々しく感じら

れたことが残念だった。 

 

○  アートに熱心に取り組む高校生や地元の人々のパワ－や個性が伝わってきた。生放

送の利点を生かし、視聴者サポ－タ－の正答率を各チ－ムの得点に反映させる手法も

うまく機能していた。番組の進行を円滑にするとともに、自然に番組を盛り上げてい

くため、司会や各チ－ムの応援団長にタレントを起用したのも適切だったと思う。 

ただ、放送尺はもう少し短くしたほうが見やすい。また、それぞれの応援団長に、

チームを応援する理由があれば良かった。 

   

○  自分の知らない世界が紹介されていて、新しい発見のある番組だった。司会者の進

行はスムーズで、出題されたクイズは、それぞれの高校の特徴をよく生かしていた。

また、四国のアーティストたちがすばらしい技を披露していて、四国の良さを再発見

できた。何より、逆転優勝した高校生たちの喜びあふれる笑顔が印象に残った。クイ

ズ番組は５０分ぐらいがちょうど良く、１時間を超えるのは長いと思う。 

 

○  高校の芸術活動を紹介するだけでは、インパクトが小さいので、クイズを利用して

視聴者に楽しんでもらおうという番組で、ＮＨＫではよく見られる試みという印象だ。

アートとクイズの両方が好きであれば、楽しめたと思うが、番組自体が７３分と非常

に長いうえに、紹介するアートも数が限られていて、クイズに頼らずに詳しく説明す

るほどのものはなかった。クイズにも力を入れた結果、これほどの長時間番組になっ

たのではないか。 

政治的、経済的、社会的、教育的な番組は難しくて、視聴者は初めから敬遠してし

まう傾向がある。何となくおもしろくて、視聴者を笑わせるような楽しい番組であり

ながら、見終わったあと、視聴者の心に何か残るような娯楽番組が理想だと思うので、

そうした番組を目指していってほしい。 

 

○   あまり知られていない四国４県の芸術系高校の活動や四国の幅広い「アート」をテ

ーマに、クイズ形式で「驚き」を散りばめた肩の凝らない番組だった。視聴者サポー

ターの正答率が各チームの得点に加算される仕組みも、視聴者の関心をひく手段とし

て有効だったと思う。「四国ディープアートクイズ」からは、制作者のリサーチ能力

の高さが感じられた。７３分という番組の長さには「やや間延びしている」との印象

も受けたが、飽きさせないようにと展開する構成の苦労が見て取れた。徳島県神山町

のラジオ体操かかしには、過疎高齢化・少子化が進む地域を少しでも活気づけようと

する住民の意気込みが表れていて心打たれた。 
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○  それぞれの高校ならではのクイズや、地元のトピックスなどをクイズに仕立てるの

は難しいと思うが、よく考えられ、練られていた。 

また、一般視聴者もクイズに参加でき、瞬時に正解率を集計したり、ツイッターの

言葉をテレビ上に流したりするなど、技術の向上に感心した。制作スタッフのすばら

しいパワーがあふれている番組だ。カメラが回っている前で、高校生たちの言葉を自

然に引き出した応援団たちはすばらしかった。 

          

○   思いもつかないようなユニークな専攻コースを選び、その授業を紹介する中でクイ

ズを出題していく構成は、流れがあって、違和感を感じなかった。視聴者からの応援

メッセージ受付や、視聴者サポーターの正答率が各チームの得点に反映されるという

企画は楽しみが加わり良かった。ただ、司会者や応援団長が早口で、聞き取りにくい

ところがあった。また、情報量が多く、見にくい画面が気になった。 

 

○   司会者が、高校生との会話を大切にしていて、一体感のある雰囲気が伝わった。各

チームにタレントの応援団長を起用することにより、素人だけの高校生クイズより盛

り上がったと思う。クイズの合間にメッセージを読み上げるなど、生放送ならではの

特色を出していた点も評価できる。ただ、視聴者のクイズ参加については、番組冒頭

で簡単な説明があっただけだったので、視聴者サポーターの正解率がチーム得点に加

算されることをもっと説明すべきだったと思う。 

目標を持って打ち込めるものがあると、高校生活がより充実したものになると思う。

真剣にクイズを考え、友人と話しあう生き生きとした学生の姿を見て温かい気持ちに

なった。地元を応援したくなる楽しい構成だった。一方で、こうした視聴者参加の双

方向番組を定着させるには、もう少し短いスパンで継続的に番組を制作したほうがよ

いように思った。 

 

○   芸術系学科を専攻する高校生の生き生きとした表情や、自分たちの学びに対する誇

りが印象に残った。高校生のことばをもっと聞きたかったが、応援団長が先に話して

しまって高校生の声が拾えない場面があり、残念に思った。各高校から出題されたク

イズの問題は、非常に興味深く、工夫されていた。一方で、クイズ番組で１時間を超

える長さは、視聴する側も疲れるので、内容を厳選して、時間を短くすることも検討

してほしい。双方向番組として視聴者が参加できるのはおもしろいと思うが、どれく

らいの数の視聴者が参加していたのか気になった。 

 

○  番組のコンセプトがよく分からなかった。“四県対抗”とあるが、クイズの回答で

対抗しているのか、芸術のレベルの高さを競っていたのか、明確でなかった。 

４県が誇るアーティストたちの紹介も、そもそも対抗するような話題ではないと感
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じた。高校生がどう受け止めたかを伝えることなく、ただクイズの正解だけに焦点が

合わされていて、アーティストたちの価値が十分に発信されておらず残念だった。 

 

○  芸術専攻の高校生が、それぞれの分野で頑張っている姿が好ましく、また頼もしく

感じられた。とくに地域の伝統産業である藍染め、砥部焼の部分にはより強く興味を

感じた。しかし、番組全体をみるとねらいがよく分からない。学校中心なのか、地域

中心なのか、芸術中心なのか、はっきりしないように感じた。また、司会者や応援団

長がにぎやかで、気が散り集中できない。７３分が長く感じた。関係者は関心をもっ

て視聴したと思うが、それ以外の視聴者はどの程度この番組を見たのだろうか。もっ

と深彫りして幅広く関心を集める番組にして欲しい。 

 

（ＮＨＫ側） 

                         四国の若い人たちが頑張っている様子を伝えることと、

見ている人にも番組に参加してもらうことが、この番組の

大きなねらいだ。 

自分の興味ある分野に一生懸命打ち込む高校生のふだん

の姿を紹介するのはＶＴＲの役目であるが、彼らの一番魅

力的な部分を引き出せるのはスタジオでのやりとりだと

考えている。高校生たちの声をうまく引き出すため、応援

団長であるタレントが場を盛り上げて和ませながら高校

生をフォローするようにしている。ただ、スタジオのやり

とりに十分時間がとれていないため、思うように高校生の

魅力を届けられていない。時間配分も含めて検討の余地が

あると感じている。 

出演してくれた高校生たちは、真剣に番組に参加してく

れていて、優勝した高校生は涙を流して喜んでくれていた。

その姿を見て、真剣に取り組んでいる高校生たちの姿勢を

もっと表現できる方法はなかったかと考えている。これま

でよりＶＴＲの時間を短くして、スタジオのやりとりに重

点をおいたものの、収録のように、たくさん話を聞いて良

いところだけを放送するということができないのが生放

送の難しいところだ。時間が限られているので、本題に入

る前に話が終わってしまったり、なかなか話が聞き出せな

いということがある。演出的なトークのねらいを事前に司

会者や応援団長に伝えて、意識的にトークを進めていく必

要があると考えている。 
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クイズの参加者数は１問あたり 500 人程度で、前回の放

送から微増した。今後もより多くの視聴者に番組に参加し

てもらえるよう取り組んでいきたいと思う。また、番組を

楽しんでもらいながら、さらに見終わった後に「若者たち

の底力」が心に残るような番組を制作していきたい。その

ために、生放送だからこそ出てくるリアリティや真剣な表

情をもっと引き出していきたいと思う。 

今回の「四県対抗 しこクイズ」では、四国各放送局の

ディレクターがそれぞれ地元の県を担当して番組を制作

した。その結果、地元のディレクタ－でしか知り得ないよ

うな情報を出せたと思う。今後もより地域に根ざしたディ

ープな話題を掘り下げて番組を制作したい。「四県対抗 

しこクイズ」は、高校生には同世代の感覚で、年配の方に

は自分の子どもや孫を見るような気持ちで見てもらいた

いと思っている。今後も、家族で楽しめる番組を目指して、

制作していきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   ８月２日(金)のしこく８「燃えろ！五七五・学生俳句チャンピオン決定戦・２０１

３」（総合 後 7:30～8:43 四国ブロック）を視聴した。回を重ねるごとに句の質が

上がってきていて、学生たちのほうから、句の解釈も出てくるようになってきた。た

だ、非常に古くてほとんど知られていない季語を出してきて、意味も分からずに使っ

ている学生もおり、その点が気になった。やはり、季語の意味を知ったうえで句にす

べきだと思う。 

 

○   ８月１０日(土) オンガクジェネレーション「八代亜紀×Ｍａｙ Ｊ．」（総合 後

11:00～11:48）を視聴した。演歌歌手の八代亜紀さんとＭａｙＪ．さんのセッション

が大変良かった。こういった音楽番組を今後も続けてほしい。 

 

○  ９月８日(日)のＮＨＫスペシャル 震災ビッグデータ Ｆｉｌｅ．２「復興の壁 

未来への鍵」（総合 後 9:00～9:58）を視聴した。被災地にある企業１２万社が被災

後にどうなったのかという分析をしているのだが、被災地の企業だけでなく、全国の

取引先までを対象にして企業への影響を調べていて驚いた。膨大な情報をもとにこれ

までとは異なる手法で分析がなされていて、興味深かった。 
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○  ９月２０日(金)の海と生きる「いさなの町・漁（いさ）り火の浜」（総合 中国･四

国ブロック）が良かった。捕鯨が盛んだった高知の町と、イカ漁で繁盛した鳥取の町

の、「人」と「海」との関わりを描く番組だ。その一方現在にも目をむけ、新しい方

法で自然環境を再編し、衰退していた漁業を再生させるという、非常に明るい話題を

取り上げていて、おもしろかった。 

 

○  ９月２１日(土)のＮＨＫスペシャル 神の数式 第１回「この世は何からできている

のか」（総合 後 9:00～9:58）、９月２２日(日)のＮＨＫスペシャル 神の数式 第２

回「宇宙はなぜ生まれたのか～最後の難問に挑む天才たち～」（総合 後 9:00～9:58）

を視聴した。理論物理学の学者たちが、自問自答しながら難問に取り組み、解決して

いく様子がわかりやすく描かれており、大変勉強になる番組だった。 

 

○  １０月６日(日)のＮＨＫスペシャル中国激動「空前の農民大移住」、１０月１３日

(日)のＮＨＫスペシャル中国激動「“さまよえる”人民のこころ」（総合 後 9:00～

9:58）は、中国の変革ぶりが非常によく分かる内容だった。日本では考えられないよ

うな改革が実現できるのは、中国だからこそだと思った。 

 

○  １０月１２日(土)の目撃！日本列島「輝く自分になりたい～ご当地アイドルの青春

～」を視聴した。芸能人をはじめ一流を目指そうという人は東京へ行く傾向がある。

しかし、この番組では「同じ日本なんだから地方にいても十分活躍できる」というこ

とを伝えようとしていた。効率化・集約化が叫ばれる日本だが、若い出演者たちが、

「愛媛県で頑張りたい」とはっきりと番組で語ってくれて、うれしく思った。 

 

○   １０月１２日(土)のＥＴＶ特集「僕は忘れない～瀬戸内 ハンセン病療養所の島

～」（Ｅテレ 後 11:00～13 日(日)前 0:19)に深く考えさせられた。ハンセン病の元患

者が暮らす香川県の大島を舞台に、療養所職員の母親とともに大島で小学校の６年間

を過ごした１８歳の吉田昂生さんを語り部として、強制隔離され生涯を島で過ごさな

ければならなかった元患者のお年寄りたちの無念さを描いた、見応えのあるドキュメ

ンタリーだった。番組では、吉田さんが元患者のお年寄りに思いを聞くシーンなどを

積み重ね、国のハンセン病政策の犠牲になった人々の苦悩を浮き彫りにしていた。中

絶を強制された女性や、療養所で死んだ人の解剖後の納棺などを担わされた男性の証

言は、心に突き刺さってきた。ハンセン病への深刻な偏見と差別の中、ひっそり故郷

を出て入所、親族に迷惑がかからないようにと変名で暮らさざるをえなかった人たち

のことは、永遠に語り継がなければならないとの思いを新たにした。高さ１０センチ

に満たない小さな骨壺が並ぶ納骨堂を今後、だれが守っていくのか。陶芸をたしなむ

元患者が自身の骨壺を作りながら訴えるシーンが脳裏に焼き付いている。 
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○  １０月１７日(木)のクローズアップ現代「巨大台風が島を襲った～検証・台風２６

号被害～」を視聴した。民放などの報道をみていると、伊豆大島で行政が避難勧告を

出さなかったことを、ことさらに取り上げていたが、クローズアップ現代では、「夜

間に無理に避難させれば、被害を拡大させてしまう」との考え方もあると伝えていた。

ＮＨＫには、感情的な報道ではなく、こうした多角的な報道を今後もお願いしたいし、

また、そういった報道を通して、視聴者自身が真実を見極める目を養うべきだと思う。 

 

○  １０月１８日(金)のドキュメントしこく「僕は巨石に魅せられた」を視聴した。巨

石は各地に存在するものだ。しかし、番組の中では世界有数の巨石群の映像が使用さ

れており、「珍しくてすごいものだ」という先入観を視聴者に与えてしまうような映

像の使い方のように思われて気になった。 

 

○   １０月１８日(金)のしこく８「四国一番行脚☆チャレンジＴＶ！」を視聴した。四

国の個性あるスペシャリストを集めて、世界に誇れる四国の一番を作り出すというコ

ンセプトが、非常におもしろかった。 

            

○   １０月１８日(金)のしこく８「四国一番行脚☆チャレンジＴＶ！」を視聴した。四

国一といわれる人たちが、自分たちの持つ“ノウハウ”を生かしながら、ひとつの目

的に挑んで行く様子は興味深かった。今後も四国の誇れる力を発掘して、伝えていっ

てほしい。 

 

○  「ファミリーヒストリー」は非常に好きな番組だが、特に１０月１８日(金)の「中

村獅童～名門の宿命に屈しない覚悟～」が非常に良かった。「ファミリーヒストリー」

は、ゲストの心から発する“ことば”が印象的な番組だ。制作者が、心をこめてゲス

トのためにつくっている番組だからこそ、そうした良い“ことば”が出てくるのだろ

う。中村獅童さんの「またあしたから頑張ろう」と涙を拭うシーンは、非常に印象的

だった。 

 

○   １０月２０日(日)の俳句王国がゆく「愛媛県・西予市」は、非常に良い句が出てい

た。ただ、番組の中ではどうしてもゲストが先に解釈をするために、会場の人の評価

がそれに左右されてしまう点が気になる。できれば会場の人に先に評価してもらって、

あとから解説したほうが、より素直な感想を得られるのではないだろうか。 

この番組に出演していた、「俳句甲子園」出身の若い人たちの句には、ひとつの“俳

風”が生まれつつある感じがして、非常に良かった。俳句がこれだけ市民権を得てき

ているというのは、「俳句王国がゆく」のおかげだと思うので、ぜひこれからも続け

ていってほしい。 
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○   連続テレビ小説「ごちそうさん」は、食べることの大切さを丁寧に伝える脚本に好

感がもてる。 

 

○  「あさイチ」をよく見ている。朝の時間では珍しい思い切ったテーマを取り上げ、

最近では「いじめ」や「ブラック企業」に関する問題に深く切り込んでいた。冒険を

恐れない姿勢には感心させられる。また、「３シェフの競演」や「プレミアムトーク」

といったコーナーも充実しており、楽しみな番組のひとつだ。この番組は、朝の時間

帯に定着したように思うので、今後も飽きのこないような演出の工夫を重ねていって

ほしい。 

 

○   毎週月曜放送の「サラメシ」は、中井貴一さんのテンポのいいナレーションが絶妙

で、見終わると爽快感が残る番組で、好感が持てる。 

 

○   非常に良い番組が増える一方で、ＮＨＫをよく見ている高齢者の視点が置き去りに

なっているように思われ、危惧している。「高齢者」に関してＮＨＫでよく耳にする

ことばと言えば、「漂流社会」「孤独死」「無縁社会」といったもので、マイナスの

イメージが強いものが多いように思う。若い世代を狙って、思い切った番組を展開す

るのも良いが、若い世代にばかり偏らず、高齢者の立場に立った番組にもしっかりと

取り組んでもらいたい。 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２５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、９日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、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２５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２６年度の番組改定」について、意見交換を

行った。引き続き、ハイブリッドキャスト（放送・通信連携サービス）について、ＮＨ

Ｋから説明があった。さらに、ドキュメント２０ｍｉｎ．「わたしの“青春”まんが甲

子園」について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長   大塚 岩男（（株）伊予銀行頭取） 

副委員長   今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

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） 

松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

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） 

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） 

 

＜「平成２６年度の番組改定」について＞ 

 

○  高校野球について、時間帯によってはＥテレで放送している場合もあるが、チャン

ネルを変えることなく視聴したいので、総合だけで放送するという可能性も検討して

ほしい。 

 

○   ＮＨＫで社会人ラグビーを放送してほしい。社会人ラグビーは、本当のラグビーの

おもしろさを教えてくれるので、ぜひ検討してほしい。 



2 

 

○  「アスリートの魂」などの全国番組で、ぜひ愛媛県出身のプロゴルファー松山英樹

選手を取り上げてほしい。世界レベルの活躍が期待される今のタイミングで取材し、

番組へとつなげてほしい。 

 

○   「社会保障」の問題を取り上げてほしい。現在、政府によって“３本の矢”と呼ば

れる「金融政策」「財政政策」「成長戦略」の取り組みがされているが、今後「社会

保障の見直し」が重要な課題となる。さまざまな社会保障の内容を、財源も含めてど

のようにすべきか掘り下げてほしい。昨今の少子高齢化に伴い、若い世代が非常に苦

しい状況に置かれている。若い世代から、仕事やお金を取り上げているともいえる現

状を、どのように改善していくべきか、鋭く切り込んだ番組の制作を期待する。 

 

○   有識者による討論会を充実させてほしい。政治家だけに限らず、社会学者、評論家、

マスコミ、学生や市民も集めて、さまざまな人の立場で討論する番組を制作してほし

い。若い世代の中には日本の歴史に関する知識が薄い人もいる。昨今、韓国や中国と

日本の間で領土を巡る問題なども取り沙汰されているが、こうした現代の問題につな

がる明治、大正、昭和といった日本の近代史についてもっと理解を深めていかなけれ

ばならない。中国や韓国の人も交えた討論を通して、お互いの歴史と言いぶんを理解

できる番組をぜひ作ってもらいたい。 

 

○  社会保障のあり方について、国全体で考えていく必要があると感じているが、特に

若い世代の発言をもっと取り上げていくべきだ。少子化に伴い、若い世代の選挙での

発言力が弱まっていくことも懸念される。毎週日曜日の「日曜討論」などで、２０代

や３０代のオピニオンリーダーと呼べる人たちをもっと頻繁に取り上げて、若い世代

が考えていることをもっと強く社会に伝えていく必要がある。若い世代の意見を、政

策に反映していくためにも、意識的に取り上げていくべきだ。 

 

○   日本内外への情報発信を充実させていってほしい。日本の現在の社会状況をありの

ままに世界に発信すること、また世界から日本がどのように見られているか、現在の

世界状況はどうなっているのかということを日本人がしっかりと理解していくこと

が大切だと思う。２０２０年には東京でオリンピック、パラリンピックが開催される

こともあり、日本についての情報を積極的に海外へ発信してもらいたい。 

 

○   ＮＨＫは、これまでさまざまな防災番組を制作してきているが、原発に関わる今後

の問題なども含め、引き続き力を入れて取り組んでもらいたい。 
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○  日本人の県民性に注目した番組を制作してもらいたい。四国には四国の県民性があ

り、独特の気質がある。それぞれの県民性が培われてきた背景には、歴史的な理由も

あると思うので、藩の時代にまで目を向ける大きな視点で県民性を捉え、描いてほし

い。 

 

○  「タイムスクープハンター」を非常に好きでよく見ていたので、来年度も期待した

い。 

 

○  土曜ドラマ「七つの会議」や同「鉄の骨」といった社会的な問題を描いたドラマの

制作を希望する。 

 

○ ドラマ１０「ガラスの家」は非常におもしろそうな内容で、こうしたわくわくするよ

うなドラマを引き続き制作してほしい。  

 

○  見て元気が出る番組を制作してほしい。特に、「プロジェクトＸ～挑戦者たち～」

のような、時間をかけて取材し、内容の充実した、後世に残る番組を期待する。 

 

○   ＮＨＫはこの数年、若年層の接触率の向上を目指して取り組んできており、一定の

成果も現れてきていると思う。一方で、ＮＨＫの番組を楽しみにしている、高齢者に

向けてのサービスも忘れないでほしい。 

 

○   総合テレビはバラエティー番組が増えているような印象だ。たくさんゲストを呼ん

で、ゲストのキャラクターで進行するのではなく、内容そのものが訴える力を持ち、

問題に深く切り込んでいくような番組を作ってほしい。また、もう少し落ち着いた大

人向けの番組をそろえてもらいたい。 

 

○   若い人たちが働く意義を見いだしていくような番組が増えていて好感がもてる。例

えば「仕事ハッケン伝」のように、努力して成果をあげることなどを見せる番組は非

常に良いと思う。 

 

○  ステージショーや演劇を取り上げた番組が減ってきているので、ＮＨＫにはぜひ定

期的に取り扱ってもらいたい。 

 

○   ＮＨＫの「環境報告書」を見たところ、番組やイベント、事業運営にいたるまで、

非常にきめ細かに環境に配慮していることがわかり、すばらしい。環境問題は今後も

取り組むべき課題として、番組でも積極的に取り上げていってほしい。 
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＜ドキュメント２０ｍｉｎ．「わたしの“青春”まんが甲子園」 

（８月２０日(火) 総合 前 0:10～0:30）について＞ 

               

○   限られた時間内に一つのストーリーを数コマで表現し、具体的な背景や登場人物を

鮮明に画像としてまとめあげることは至難の技と想像される。若者たちにとって、も

のごとを具体的に立案し、新しい何かを創造する行為自体、これから生きていくため

の試練にもなるだろう。予選テーマはおもしろく、出題者の頭の柔らかさを感じた。

そのテーマに対する回答も、硬い頭ではとても出てこないようなユーモアにあふれて

いた。敗者復活戦でも、団体が持つチーム力を発揮して作品を完成させた様子が描か

れており、青春時代に若者が何かに没頭していく姿は非常に美しく、すばらしいこと

だと思った。   

 

○  「まんが甲子園」には、２２年もの歴史があると知り、このイベントが定着するま

でにどんな苦労があったのか、立ち上げの背景などに一層興味がわいた。番組で使わ

れている音楽も、コミカルでテーマに合っていた。「甲子園」といっても、スポーツ

とは違い、勝負の行方が審査員の主観に委ねられているので、あえて「勝ち負け」と

いう結果に焦点を当てず、それぞれの人間ドラマに重点を置いた点に好感が持てた。

高校生が、一生懸命に何かに夢中になり、頑張っている姿は、心を打つ。その反面、

まんがとは何かという質問に対する回答内容は、高校生たちのさわやかな姿とは対極

的に、やや内向的なイメージが感じられ、残念だった。 

 

○   まんが甲子園に出場した京都芸術高校の４人組と桐光学園の高橋さんの、まんがに

かける思いと挑戦を描いていた。桐光学園の高橋さんのエピソードは、映像と高橋さ

んの手紙の語りがうまくマッチしていた。一方、京都芸術高校のエピソードでは、ま

んがの制作過程の紹介がやや淡白なうえ、映像と手紙の語りが十分マッチしていない

こともあり、彼女たちの思いや挑戦の様子があまり印象に残らず、残念だった。 

 

○   参加した高校生 141 人全員に質問の手紙を出し、その回答を元に番組を構成してい

たのは良いと思う。ただ、底抜けに明るい女子高生を描く一方で、ナレーションがや

や暗い印象だったのが気になった。高校生の率直な思いとはいえ、「まんがだけが」

「まんががあれば」といった、まんがに救われた青春のような言葉ばかりが紹介され

ていて、ネガティブな印象に取られかねないと危惧してしまった。もっとポジティブ

な回答を得られるよう質問を工夫したほうがよかったのではないか。また、制作者た

ちが思い描いたストーリーと、実際の高校生たちの映像が合っていないところも見受

けられた。まんが甲子園は、人の心の奥にある“笑い”をくすぐる絵を描く競技だと

思うので、もっと明るく前向きな言葉がほしかった。 
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○  「まんが甲子園」の存在は初めて知ったが、将来の不安に悩まされやすい高校生に

とって、自分を表現できる具体的な目標があることはすばらしい。自然な高校生たち

の素顔を捉え、２０分という短い時間の中にしっかりと人間ドラマが描かれていた。

ただ、「まんが甲子園」がどのようにして生まれたイベントかが説明されておらず、

もの足りなさを感じた。参加者全員に送った手紙の目的や意味についても説明が不足

していた。「まんが甲子園」に挑む高校生たちには、すばらしいチームワークや、前

向きな姿を見せてもらったが、その様子と紹介される手紙の内容がうまくかみ合って

おらず、違和感を覚えた。 

高校生の描いたまんがは、非常にユニークで、このような柔軟な発想がこれからの

日本には不可欠であるように思われた。「まんが甲子園」は、高知だけのイベントに

終わらせてはもったいない。ぜひ、今後も積極的に取り上げて、このイベントをもっ

と大きく育てていってほしい。 

 

○   高知市で毎年夏行われている「まんが甲子園」にかける青春群像を追ったドキュメ

ンタリーで、さわやかな視聴感の残る番組だった。まんが作りへの情熱や、制作を通

じて育んできた友情が、映像と、淡々としたナレーション、緩めのＢＧＭによって力

みなく浮き彫りにされていた。前半で、「まんが甲子園」に出場した高校生が、まん

が制作に魅せられた理由や「まんが甲子園」の仕組みを示し、後半では、まんが制作

の楽しさや苦労を具体的に描き出すという構成で、２０分という番組の長さもほどよ

い感じだった。              

ただ、焦点をあてた２つのチームのメンバーはともに女子だけで、一方は男子の入

ったチームの方がよかったのではないかと感じた。 

 

○  「まんが甲子園」に出場する高校生、一人一人の思い、苦しみ、喜びなど、よく描

けていた。より多くの同世代の人たちに見てほしい番組だ。高知の町の人たちの応援

も心温まる。町の人たちの声も少し聞いてみたい気がした。野球の甲子園に始まり、

俳句甲子園、書道甲子園などの大会が生まれ、高校生が仲間と一緒に全力で取り組む

対象が増えてきた。それぞれに魅力的な大会になっているが、「まんが甲子園」も、

もう少し報道されてもよいように思う。社会的に注目されることで、作品の質が上が

り、高校生の社会を見る目が育っていくことを期待する。きれいなかわいい作品だけ

でなく、世の中の動きを鋭く突いた作品が生まれることを期待したい。 

 

○   チームの仲間が協力して完成させる過程に重点をおいた番組構成はよかったと思

う。若者が一つのことに夢中になり、グループで協力しながら、チーム同士が競いあ

っているのを見ると応援したくなった。与えられたテーマで何を表現するか、それを

まんがで表現する技術、色彩感覚、そして対象物描写の角度、背景など、奥深さを感
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じた。日本のアニメやまんがは世界をリードしているが、ひとつの文化としての地位

を築き始めたように感じた。番組のナレーターが「あなたにとってまんがとは何です

か」という質問状を高校ペン児に投げかける。「まんがに励まされてきた。しかしい

ざ書くとなるととてもやっかいなものとして自分の前に立ちはだかるのです」という

桐光学園の高橋さんの回答から始まる後半の話は特に印象的だった。デザインを決め

るだけで１時間も費やし、その後チームで意見を出し合い、何度も書き直して、最終

的に完成する。そのまんがが評価されて、敗者復活戦を勝ち抜くことになる。最終的

には優勝を逃したものの、「負けて悔いなし」という高橋さんの充実感が視聴者にも

よく伝わってきた。 

 

○  高校生の若さと熱気あふれる良い番組だった。特に、初出場の京都芸術高校のチー

ムワークはすばらしく、「優勝より欲しいものは４人の力をあわせてまんがを描くこ

とだ」ということばが印象的だった。一枚の絵をめぐって繰り広げられる熱い議論や、

完成したときの満足感から、「まんが甲子園」に参加した高校生にとって、まんがは

自分たちを笑顔にしてくれる宝物であることが伝わってきた。このように一生懸命な

若い人たちを取り上げた番組をどんどん制作してほしい。 

 

○   高校“ペン児”たちの熱い戦いの様子がストレートに伝わる作品だった。敗者復活

戦に臨む桐光学園の高橋さんを軸に展開されるペン児５人の５時間半のドラマは見

応えがあった。優勝はできなかったが、表彰式での笑顔は、ともに満足感に満ちてい

たようで安心した。そして最後に、まんがとは何かを問い、高校生のまんがに寄せる

熱い思いで結んだのも印象的だった。難しい課題を一枚の絵にまとめるすばらしいア

イデア、よく練られた絵の表現、色の使い方、ただの笑いだけでなく感動を誘うまん

がに、高校生の才能を感じる番組だった。 

 

○  「まんが甲子園」は２２回を迎えたが、「甲子園」とネーミングされたイベントは

３０例ほどあるようだ。高知の「まんが甲子園」はそれらの草分けであり、ほかにも

多くの「甲子園」が開催されている。メディアでもよく取り上げられるとおり、高校

生たちがそれぞれ打ち込む分野で自己表現できる舞台があることはすばらしい。 

こうしたイベントを取り上げる際には、有力な学校やインパクトのあるエピソード

を持つ学校を半年から１年追いかけて取材するケースが多いが、今回の大会だけで番

組を作り上げていくことは難しかったのではないか。そうしたなかでも、高校生が屈

託なく、まんがに取り組むところは見ていて楽しかった。まんがが好きで、まんがに

励まされるが、描き始めると「とても厄介なもの」として「自分の前に立ちはだかる」

ようになる。若者がチャレンジし苦労し乗り越え成長していく姿が見える。希望、落

胆、挫折、喜びなど若者の姿を短い時間で表現したことは評価できる。 
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（ＮＨＫ側） 

                         今回の番組制作にあたっては、事前取材を長期間行う取

材手法ではなく、大会当日だけを切り取り、高校生たちの

瞬間的な表情の輝きなどで描き切る手法を選んだ。 

「まんが甲子園」に出場している高校生たちは、明るく

ふるまっている一方で、内向的な部分もあり、彼女たちが

抱える心の悩みや思いを表現する手段として手紙の演出

を加えた。ナレーションは、あえて読み方を変えている。

映像の雰囲気と差をつけることで、手紙の内容が届きやす

いように意図したものだ。 

野球の甲子園と違い、「まんが甲子園」はまだまだ世間

での注目度は低い。それでも、漫画に青春をかける高校生

たちは全国に大勢いて、彼らを応援したいという思いで、

今回の番組を制作した。高知がたくさんの漫画家を輩出し

ていることから始まった「まんが甲子園」には、有望な若

手を育成していくという狙いもある。そうした活動も含め、

引き続き取材し、高知から全国に発信していきたいと思う。 

            「ドキュメント２０ｍｉｎ.」は若手が自由な発想で制作

するドキュメンタリー番組だ。女子高生たちが「自分の輝

ける場所」を見つけて頑張っている姿を自然に描くことが

できたのは、若手の制作者だからこそだと思う。 

ただ、「まんが甲子園」に対する社会的な目線をもっと

しっかり描ければ良かった。もう少し放送時間が長ければ、

イベントの歴史や背景などさまざまな疑問にもお答えで

きたと思う。 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２５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、２２日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、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、「狸（たぬき）な家族～徳島発地域ドラマ～」を含

め、放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

 

 

（出席委員） 

委 員 長   大塚 岩男（（株）伊予銀行頭取） 

副委員長   今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

委  員   新井 裕史（四国電力（株）常務取締役） 

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） 

松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

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） 

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） 

 

＜狸（たぬき）な家族～徳島発地域ドラマ～ 

（６月２６日(水) ＢＳプレミアム 後 10:00～10:59）について＞ 

 

○   オープニングでは、徳島の地名や案内板の表示があり、視聴者に徳島のドラマであ

ることをしっかりと印象づけていた。問題や罪を「人」のせいにせず、「たぬき」の

せいにするというのは、小さな村で少数の人と一緒に生きていくために必要な田舎の

知恵だと思う。だまされたふりをして、人を許すという大らかな気持ちは、現在の私

たちにも必要ではないだろうか。 

主人公の新作は、母の菊子が自分のことを忘れてしまったと知り、家族の大切さに

気づくことになるが、家族を取り戻すきっかけとしては弱いと思う。コミカルなドラ
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マとしては、重くなりすぎない描き方をした方が、雰囲気を損ねず良いのかもしれな

いが、家族を顧みてこなかった罪を取り返そうと苦悩する姿が、やや軽く描かれてい

たように感じる。全体としては、笑える場面も、考えさせられる場面もあり、感情移

入しやすいドラマだったと思う。 

 

○   徳島は「阿波たぬき合戦」が有名で、ドラマの舞台である山城町にも、たぬきの伝

承が多いそうだ。ここには、「たぬき」のせいにすることで、共同体を円滑に保って

きた歴史があり、人々の「知恵」がある。そうした「知恵」を軸に、ひとつの家族の

対立と和解を描くドラマで、楽しく見ることができた。 

昔は「たぬき」のせいにすることで済ましていたことが、今となってはなかなか許

されにくい社会になったとつくづく思わされる。「小事は情で処し、大事は理をもっ

て決す」というが、「小事は情で処し」て、何かあれば徹底的に叩かれるような状態

がよくある。「見て見ぬ振り」も世の中がうまく回る大人の知恵ではないかと思わさ

れた。 

 

○   タイトルからしてコメディタッチのドラマで、とても良かった。徳島県三好市山城

町の大歩危といえば、川下りなどが有名だが、そうした観光的なものは一切なく、す

ばらしい山の風景を映し出していて良かった。茶畑の風景も出てきたが、大歩危のよ

うな標高の高い場所に茶畑が存在していることを知らず、感心して見た。中島家の舞

台となった古民家の造りはすばらしいもので、探し当てた制作者の熱意を感じる。 

ドラマには、徳島県の出稼ぎ率の高さや過疎地の生活の大変さといった問題点がう

まく散りばめられている。過疎の集落の人間関係を円滑にする術が「悪いことはたぬ

きのせいにして生きていくこと」であるなど、都会では考えられないことが徳島の過

疎地では残っている。都会の人間関係に疲弊している人の心にも「たぬき」が住めば

もっと生きやすいのではとまで考える内容だった。 

 

○   たぬき伝説が残る徳島の山里を舞台に、家族の再生や絆が描かれていて、ユーモア

の中に温かさを感じる作品だ。 

わずかの畑や茶畑で暮らす人々の生活環境は厳しい。だからこそ生活の中に、助け

合い、許しあう、「許しの文化」が育まれてきたのだろう。ドラマのせりふの中には、

現代社会が失いつつある「人と人との絆」の大切さに気付かせるものもあり、後味の

良い余韻が残るドラマだった。今回のドラマには多くの地元の人たちがエキストラと

して出演していたが、たどたどしいせりふ回しや、にわか仕立てのような動きのなか

に、どこか素朴さも感じられ、違和感なくドラマの中に溶けこんでいた。  

 

○   中心人物の５名全員がそれぞれいずれかの場面で「たぬき」になって化かし合うと
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いうユーモラスで心温まる展開になっていて、大変良い脚本、構成だった。出演者の

演技も自然で良かった。また、アンジェラ・アキさんが歌うテーマ曲はハッピーエン

ドを盛り上げていて、良い選曲だった。さらに、映像の撮り方がおもしかった。近所

の人たちが主人公の新作を家に連れて帰る場面では、家族が家の中で戸惑う様子をあ

えて一つの場面で表現していた。実際の家屋や庭、畑を背景にする場面では、比較的

低いアングルでの撮影が多かった。実際の風景を活かしつつ、持ち運びのよいカメラ

でドラマの展開を滑らかに撮影しようとしたものではないかと思うが、ドラマの展開

を技術的にもしっかりと支えていると感じた。 

 

○   コミカルなホームドラマの体裁ながら、徳島県の山里の「天空の村」を舞台に、家

族について考えさせるエッセンスをちりばめた味わい深い番組だった。特に坂井真紀

さんの好演が印象的だった。番組は、夫婦や父と娘、母と娘の関係などを通して、家

族が向き合うことの大切さを訴えていたほか、過疎高齢化や「地方と東京」の問題、

「地方の若者」の心情などにも触れていて、幅広い世代が共感できる内容だったと思

う。ほかにも、社会性のある要素として、振り込め詐欺や認知症などが取り込まれて

いて、制作者のポリシーが感じられた。  

夫婦が初めて出会った設定の劇団のポスターには、主演の渡辺いっけいさんが実際

に所属していた「劇団☆新感線」から取った「劇団新幹線」や名作「ゴドーを待ちな

がら」をもじった「権藤を待ちながら」が出てきて、笑ってしまった。「狸な」場面

での BGM はピッタリで、昔の日本映画を意識したような真っ赤な「狸な家族」のタ

イトルカットもおもしろかった。 

 

○  ドラマの中に出てくる「鶴瓶の家族に乾杯」の位置づけがあいまいだった。また、 

大歩危の駅で新作が近所の人に見つかって、結局自分の家が取材されるはめになる

という展開も、偶然すぎて不自然に思われた。偶然が重なったというよりも、むしろ

初めから筋書き通りに、今日は中島さんの家を電撃訪問する予定だと明示した方が自

然でよかったのではないか。しかし、後半の家族をテーマにしたドラマの展開はよか

った。「家族とは何か」を考えさせられる点を評価したい。特に、最後の夫婦の会話

が良い。せりふの数々には重みがあった。程度こそ違え、どこの家族にもある共通し

たテーマをついていた。配役も良く、演技も非常に良かった。 

 

○   出演の坂井真紀さん、渡辺いっけいさん、冨士真奈美さんの味のある演技が良かっ

た。主人公の新作の本音を引き出そうとするラストシーンは、真に迫った俳優陣の演

技に、思わず見入ってしまった。現実社会においても、人はぎりぎりまで追い込まれ

ないと、なかなか本音を出さないものだと思う。本当のたぬきが誰なのか考えつつ、

退屈せずに見られた番組だった。 
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○   ドラマを見て、全国各地にある伝承は、地域の生活の知恵として作り出され、継承

されてきたということに改めて気づかされた。地方の良さが、単に景色の良さや空気

の新鮮さという観光的なもので量られるのではなく、そこに住む人のつながり、地域

共同体のありさまにあるとの思いが伝わってくる作品だった。 

ただ、このドラマの舞台が徳島である必然性が感じられなかった。言葉ももっと方

言を盛り込んだ方が実感が出たように思う。とくに、初子は、１５年以上この場所に

住んでいるのに標準語で、ショップの店員さんがひそひそと噂話をしているところか

ら、今でも東京の人のままに扱われているという印象で不自然に思われた。そのため、

初子がなぜこの地域から離れたくないのか、よく理解できなかった。 

また、居候の正太郎さんの存在はおもしろかったが、借金や社員から逃げていると

いう背景を負わせずに、本当にたぬきが化けていたのか、と謎めいた存在に思わせた

まま終わった方が、かえってリアリティを持ったのではないかと感じた。 

 

○   このドラマは、地方にまだしっかりと息づいている社会の温かみを浮き彫りにして

いる。家族のあり方がどちらかというと問題視される機会が多いが、未だ地域にしっ

かりと根づいている互恵社会を取り上げていて、「地方」が誇らしく思え、うれしく

感じた。 

１５年の空白の期間をナレーションと「こま撮り」で表現した演出もおもしろかっ

た。「鶴瓶の家族に乾杯」を背景に使っているのもＮＨＫとしては思い切った取り組

みだと思った。夫と妻のせりふは端的で、ひとつひとつに意義があり聞き聞き応えが

あった。キャスティングも功を奏していた。ただ、方言をもう少し本格的に使用して、

阿波弁独特の間合いなどが表現されていれば、さらに良かったと思う。 

 

○  「狸（たぬき）な家族」というコミカルな表題に、一体どんな話が展開するのか“た

ぬきに化かされてみよう”という気になった。舞台は、急傾斜地に農家が張り付くよ

うに点在している場所で、自然条件は厳しく、しかも過疎化、高齢化が進む典型的な

日本の山里である。年老いた新作の母、妻と高校 3 年生になる娘の女家族に加え、

全く他人の男が１人居候として同居しているという家族設定はおもしろい。深刻化す

る過疎地の現状とそこに暮らす住民の温かい心が実にうまく描かれている。このドラ

マには、地元の住宅が一時的に提供され、多くの地元住民がせりふ付きで出演してい

る。地元の活性化に大きな貢献をしたに違いない。今後も「地域を元気にする番組の

制作」に期待したい。 
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（ＮＨＫ側） 

                      撮影時に非常に苦労したのが､方言だ。徳島県三好市は四国

の中心に位置し、いろいろな人が行き交ってきたために、非常

にことばが入り組んでいる。かなりこだわって撮影しているも

のの、分かりやすさを優先しているところもあり、結果として

やや方言のクオリティーを下げてしまった。 

ドラマの中での「鶴瓶の家族に乾杯」の位置づけについては、

ご指摘のように、偶然すぎて感情移入の妨げになってしまった

部分もあると思う。 

今回のドラマでは俳優のみなさんはもちろん、地元の人たち

に大変助けていただいた。撮影にあたり、古民家を探し回って、

３０軒から４０軒ぐらいの民家を紹介してもらったが、「２週

間近く借用したい」という無理な申し出にもかかわらず、ほと

んどの方が協力を申し出て下さった。 

ドラマ自体は、家の中でほとんどのストーリーが展開するた

め、徳島を舞台にする必然性は感じにくいと思う。しかし、徳

島の山間部の文化や、取材活動の間にも感じた「何者をも受け 

入れる人の温かさ」は、脚本にも反映しており、今回のドラマ 

の重要な部分を担ってもらったと思っている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

               

○   ６月９日(日)のＮＨＫスペシャル 未解決事件Ｆｉｌｅ．０３「尼崎殺人死体遺棄

事件」（総合 後 9:00～10:29）は、非常にショッキングな番組だった。再現ドラマ

付きのドキュメンタリー形式で非常に分かりやすい。民事不介入で、何か起こらなけ

れば動くことのできない警察の問題点も明らかにしており感心した。また谷本姉妹の

妹は育てられているうちに、洗脳されたように考え方が変わってしまう。教育の持つ

意味についても考えさせられた。事件が社会に突きつけたさまざまな課題に迫る非常

に有意義な番組だった。 

 

○   ６月２８日(金)に四国ブロックで放送した、四国のいいぶん「“野球王国  四国”

は復活できるか」は興味深かった。さまざまな分野の多彩なゲストが「心」「技」「体」

のテーマごとにコメントし、多角的な野球談議になっていた。加古川北高校の、“ベ

ースの角を蹴り最短距離を駆ける走塁法”や佐賀商業の“わざと落球してから送球す

る練習法”も参考になった。 
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○   四国のいいぶん「“野球王国  四国”は復活できるか」では、星稜高校名誉監督の

山下智茂さんの指導方針が印象に残った。グラウンドで厳しいノックをする一方で、

選手たちの興味や関心に寄り添いながら気持ちをほぐしていくという育成のしかた

を見て、今のスポーツ指導のあり方を考えさせられた。近年、育てるための監督とい

うより勝つための監督が増えているように思われる。そうした現状に警鐘をならす番

組だったと思う。 

 

○  ６月２８日(金)ドキュメント７２時間「高知 競馬場に夢が咲く」を視聴した。力

まずに見ることができ、ゆっくりと心にしみてくるような番組だ。特に、福山競馬場

から馬を応援しにきた人の姿がとても印象的だった。 

 

○   ６月３０日(日)から７月２２日(月)にかけて放送している「まいにち ツール・

ド・フランス！～第１００回大会を楽しもう～」（ＢＳ１ 月～金 後 6:00～6:25、

土日 後 4:00～4:25）をこれまでずっと視聴している。ツール・ド・フランスの毎日

の駆け引きは、命がけの戦いだ。時には手を抜きながら、勝負の機会がくると本気で

戦うという駆け引きがおもしろい。何年にもわたって楽しく見ている番組なのでぜひ

続けてほしい。 

 

○ 「趣味Ｄｏ楽」は、月、火、水と異なるラインナップを用意していて、楽しみな番組

だ。カメラやパソコンなどのデジタル機器について、いまさら聞けないことを教えて

もらえるというシリーズでは、ゲストが実際にやってみせることで、プロセスがよく

分かり非常に役立った。７月１日(月)には「城戸真亜子の油絵って楽しい！」の第５

回「光と影で遊ぼう」を視聴した。どのように色を重ね描いていくか、さまざまな方

法を紹介しており、非常に興味深く、不思議に見入ってしまった。 

 

○   ７月３日(水)のＴＯＭＯＲＲＯＷ「次世代に刻む震災の記憶～ルーシー・バーミン

ガム」を視聴した。被災地で震災の伝承について取材するバーミンガムさんが、津波

を記録する石碑を訪れていた。その石碑には２次元バーコードがあり、震災当時の写

真などに簡単にアクセスできるようになっている。このような技術は、震災の伝承に

非常に有効だと感じた。 

 

○   ７月７日(日)のさわやか自然百景「四国山地 瓶ヶ森」を懐かしく見た。石鎚山系

でも最も美しい瓶ケ森の魅力や多様な動植物を、十数分の短い番組の中にうまくまと

めていた。 
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○  ７月９日(火)の地方発 ドキュメンタリー「みんなの命を守りたい～バス運転手 

地震予知に挑む～」では、昭和南海地震についての証言を集める男性を取り上げてい

た。東日本大震災についても、前兆などがなかったか聞き取り調査を進めているそう

だ。被災地の住民に向き合い、なんとか人の命を助けたいと活動する姿に感動した。 

 

○  ７月１５日(月)のにっぽん紀行「行商すーちゃんの１５キロ～香川・観音寺～」を

視聴した。３０年ほど前までは、毎日行商が来ていたが、最近はその姿を見なくなっ

ていた。今でも行商が残っているところがあると知り、人と人とのふれあいの大切さ

をあらためて感じた。 

 

○   にっぽん紀行「行商すーちゃんの１５キロ～香川・観音寺～」では、夫が、雨の中

帰らない行商の妻を心配して、思わず厳しいことばをかける姿を見て、昔の夫婦のあ

り方が思い出され、懐かしかった。 

 

○  ７月１５日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「いつも１年生、自然のままに 

野菜農家・浅野悦男」は良い番組だった。野菜一筋に生きてきた農家の土作りの秘密

を取り上げていた。教えてもらってもまねのできない、独自の土作りに感心した。 

 

○   ７月１５日(月)の桃源紀行 ７つのしあわせ 第６シリーズ「富良野・美瑛」（Ｂ

Ｓプレミアム 後 11:15～11:42）を視聴した。富良野・美瑛の自然や絶景、楽しめる

スポーツ、おいしいスイーツ、さらに地元野菜を使った料理など ７つの魅力に焦点

を当てて紹介していて、行ってみたくなる内容だった。 

 

○   ７月１９日(金)のしこく８・選「清流  仁淀川  奇跡の色彩」に感動した。写真家

の高橋さんの映像とカメラマンの映像とが張り合っているようで非常におもしろか

った。自然に同化しながら、自然の持つ本来の美しさを切り取るということはテレビ

にしかできない。環境保護の理念を押しつけるようなところもなく、ただすばらしい

自然を見せてくれたことが良かった。 

 

○   毎月１回、ＢＳプレミアムで金曜に放送している「コントの劇場」が非常におもし

ろい。三宅裕司さんが脚本を書いて、毎回違うゲストとコントをする番組で、コント

はもちろん、合間に、楽屋裏で出演者たちが演じ終えたばかりの演技について反省会

を開くのもおもしろい。今見たばかりのコントの反省なので、見ている視聴者も同じ

空間にいるような気持ちになる。役者が真面目にコントに向き合う姿勢につい笑って

しまう。月に１回の放送で、放送予定がわかりにくい番組だが、本当におもしろい番

組なのでこれからも継続してほしい。 
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○   毎週土曜にＥテレで放送している「ノージーのひらめき工房」は単に工作を教える

だけでなく、工作する上でのひらめきを大事にした番組だ。「みんなのぐちゃぐちゃ」

というコーナーでは、ぐちゃぐちゃな絵から、想像を働かせ、そこに加筆して絵を作

り上げていく。ひとつのテーマを与えられて絵を描き、完成度を評価するこれまでの

教育とは異なるアプローチだ。自分の頭で物事を考えることが苦手な子どもたちが増

えるなか、本当に大切な教育とは何か考えさせられる。さらに、番組の中で紹介され

る歌に「なんてことないものから、すごいことできちゃった」という歌詞があるが、

日本の“ものづくり”の根底にある考え方に通じるものを感じる。今後も、こうした

子どもの教育に効果的な番組を制作してほしい。 

 

○  現在進行中の土曜ドラマ「七つの会議」は企業のリコール隠しをテーマにしたシリ

アスな社会派ドラマだ。原作をうまく映像化できており、個性的な登場人物とあいま

って最終回まで楽しみだ。 

 

○   大河ドラマ「八重の桜」は会津での攻防戦が終わり､折り返し地点だが、好意を持

って見ている。舞台である会津が中心に描かれるのは当然だが、その中でも攻防戦の

中心となった板垣退助はじめ土佐藩がどのように描かれるのか興味深く見た。今回の

ドラマでは、八重が鉄砲を扱うシーンの撮影にあたり、当時の鉄砲について、時代考

証や研究を重ねたと聞く。今後もできるだけ史実を生かしたドラマとなるよう期待し

ている。 

 

○   選挙報道について、出口調査と当確報道が本当に必要なのか疑問を感じる。開票が

始まれば数時間で結果が出るにもかかわらず、マスコミ各社が１分１秒を競うように

当確報道をする必要があるのか。今後、電子投票などが導入されれば、結果もより早

く分かるようになるだろう。結果が判明するまでの時間を活用して、将来を見据える

ような番組を放送したほうが、生産的かつ建設的ではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

                         開票速報では、開票状況や出口調査などのデータを冷静

に分析し、正確で迅速な当確判定を行っている。投票を終

えた有権者や視聴者にとって選挙結果は最大の関心事で

あり、そうした有権者や視聴者の関心にこたえる放送をす

るのが報道の使命だと考えている。 

 

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、１７日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、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、しこく８「はぴあわ。」を含め、放送番組一般について

活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

 

 

（出席委員） 

委 員 長   大塚 岩男（（株）伊予銀行頭取） 

副委員長   今川 弥生（（株）ヘルシープラネット代表取締役） 

委  員   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） 

松 井  忍 （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

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「はぴあわ。」（６月７日(金) 総合 後 8:00～8:43）について＞ 

 

○   それぞれのエピソードがコンパクトにまとめられていたが、もの足りなかった。ピ

ューマの赤ちゃんの話は、「はぴあわ」というより成長過程の記録のようだった。だ

んじりを担ぎたいとトレーニングする男性も、夢がかなった喜びより、満足感のほう

が強いように感じた。「プロポーズ大作戦」では、周りの人たちに協力を仰ぎ成就し

たが、やや不自然な印象が残った。もっと幸せを実感している人のエピソードを紹介

してもらいたかった。 

 

○   ピューマのチップとじゃれあう飼育員のあたたかい笑顔や、だんじりをかつぐ夢が

実現した男性の満足感あふれる笑顔など出演者の表情が印象的な番組だった。特に、

仲間たちの協力で、最高の「はぴあわ」を生んだ木村雄さんと大汐美沙さんの笑顔に
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は、祝いの拍手を送りたい気分になった。金曜の夜を明るく幸せなムードで彩るとい

う番組の目的は達成されたと思う。ただ、スタジオの出演者には、主人公たちの努力

をたたえ、幸せを分かち合うコメントで物語を盛り上げてもらいたかった。全体的に

もう少し落ち着いた雰囲気のほうがよかったと思う。 

 

○   現代のようにストレスの多い社会で、癒やしや幸せを求める傾向が強くなっている

ことを念頭におきながら、幸せや豊かさとは何かを考える番組を制作しようとした意

図・意義は十分理解できた。一方で、四国４県の話題を多く集め、短時間ですべてを

提供しようと試みたためか、かえってそれぞれの話題の印象を薄めてしまったように

思う。スタジオの出演者が、場を盛り上げようとする努力は買えるが、騒々しく、人

選に疑問を感じた。また、ご当地アイドルたちの紹介が何を意味するのか理解できな

かった。全体を通して、登場する各県の話題の内容、質、時間的配分もまちまちな印

象を受けた。各県ひとつずつ「はぴあわ」を取り上げ、高知の「ひろめ市場」の紹介

のように各県自慢の特色ある話題を入れるなどの工夫をしてはどうか。  

 

○  四国の市井の人々の小さな幸せをオムニバスで紹介する番組で、肩に力を入れずに

見られた。よくいえば、バリエーションが豊富だったが、まとまりの面では賛否が分

かれると感じた。最初に登場した「とくしま動物園」でのピューマの赤ちゃんの人工

哺育の物語は、動物もので愛らしく、視聴者を癒やして感動させるストーリーだった。

なぜ人工哺育をすることになったのかに関しては、ひと言説明が欲しかった。だんじ

りファンの思いは地元の人でないとなかなかピンとこないのではと少し心配だった。

美魔女コンテストでは、チャレンジする４０代後半の女性のバイタリティーや温かく

見守る夫、娘の家族愛に心が和まされた。最後のプロポーズの話は、劇団員同士のカ

ップルを取り上げたものだっただけに、「演じているのでは」との疑念も頭をよぎっ

た。番組の構成は、ＶＴＲとスタジオの出演者の感想を交えたもので特に違和感はな

かったが、総合テレビで土曜夜８時からの「突撃 アッとホーム」とパターンがよく

似ていて、こうしたジャンルの番組では、こういう作りが主流なのかと思った。なお、

今回の４話中ひとつが徳島、ほかは愛媛の話というのは、題材の地域性という点で、

香川や高知の視聴者には、もの足りなかったのではないか。 

 

○   それぞれのエピソードは番組の趣旨に合っていた。ピューマの赤ちゃん、チップの

飼育物語には、心を動かされた。だんじりの話では、夢をかなえた男性の達成感を、

番組を通して共有できた。何より、歴史が刻まれた地域文化を伝承していく地元の

人々に感心した。ただ、「プロポーズ大作戦」は、短時間では理解しにくく、何気な

く見た視聴者には、伝わりにくかったのではないか。また、スタジオの出演者が張り

切りすぎていて、騒がしかった。もっとメリハリのある進行をすべきだ。ただでさえ
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盛りだくさんな内容に、「はぴあわドリンク」やご当地アイドルの「はぴあわボイス」

などを詰め込んだために、慌ただしい印象となってしまい、それぞれのストーリーの

価値を感じることなく番組が終了した。ひとつひとつの素材は心を動かすものだった

ので、ポイントを絞ってシンプルにまとめたほうが番組を楽しむことができると思う。 

 

○   気楽な気持ちで楽しく番組を視聴したが、心に深く残るものは何も無かった。スタ

ジオ出演者のリアクションが騒がしく、押しつけがましいので、かえって視聴者が興

ざめしてしまった。人選は悪くないのだが、もっと番組内容に踏み込んだコメントが

ほしい。美魔女コンテストで取材した女性と松本明子さんが同級生という偶然性もあ

まり生かされていなかった。幸せな題材ばかり集める番組だが、バラエティがありす

ぎる。むしろひとつのテーマに絞って、いろいろなパターンの登場人物を出すか、も

っと何気ない幸せを感じるような話題を提供するなどの見直しをしなければ継続は

難しいと思う。 

 

○   何気ない幸せ、「はぴあわ」を感じる４つのエピソードを中心に、高知ひろめ市場

での飲んべえたちの「はぴあわ」の様子や四国４県のご当地アイドルの「はぴあわ」

を紹介している。このうち、ピューマの赤ちゃんとだんじり、美魔女コンテストのエ

ピソードは、普通の人々の何気ない幸せを出演者や視聴者みんなで分かち合えるもの

であり、何気ない幸せという趣旨に沿ったものだった。ただ、最後のプロポーズのエ

ピソードは、すてきな話題であり、バラエティとしてはとてもおもしろいものだった

が、何気ない幸せという趣旨からは少し逸脱していると感じた。 

 

○   ４つのエピソードが番組コンセプトによく合っていて、ごく普通の人々の幸せを分

かち合うことができた。特に、ピューマの赤ちゃんの話題には、心が温かくなった。

飼育員がごく自然に画面の中で動き、ごく自然に方言を使っているところに好感が持

てた。仕事に対する熱意や喜びも、よく伝わってきた。今後の様子もぜひ見てみたい。

だんじりの話題では、せっかくの「だんじり新聞」の内容についてもう少し触れてほ

しい。また、一緒にだんじりを担いだほかの人たちの思いも描ければ、もっと地域の

垣根を越えてだんじりを愛好する気持ちが伝わったと思う。最後のプロポーズの話題

は、やや手を入れすぎていたために、２人の人柄の魅力が伝わりにくくなっていた。

美魔女の話題は、主人公の女性の努力や家族の支持、内面の魅力、という話題に結び

つけていくが、どうしても女性の表面的な美しさに偏っている感じが残る。典型的な

取り上げられ方だ。主人公の女性が、いきいきと働いている姿などがもっと紹介され

ていれば、女性本来の美しさが表現できたのではないか。 

 

○   今回は、有名なタレントの出演もあり、冒頭から興味を引く構成だったと思う。し
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かし、飼育員の渡邊さんと、ピューマのチップとの触れ合いの話は、深刻さを感じら

れなかった。寝ずに付き添うなど、食事以外にも飼育員の大変さが分かる映像があれ

ばよかった。 

だんじりの話題では、河野さんの子どもの頃からの憧れである祭りにかける思いが、

新聞作成や日々のトレーニングの映像を見て十分伝わってきた。実際体験してみると

過酷な状況だったと思うが、夢がかなった瞬間の河野さんの笑顔は最高だった。地元

を愛し盛り上げる人々の思いが描けていた。 

「プロポーズ大作戦」では、結婚願望が強い女性でもプロポーズは自分からではな

く男性からしてほしい、という女性らしさを感じる内容だった。家族以外に何でも相

談できる仲間がいることは幸せなことではないか。結婚とは２人だけの問題ではなく、

今後は周りのサポートも必要になってくるのかもしれないと時代の流れを感じた。 

 

○  ほのぼのとしていて、顔がほころぶような番組だった。共感を得られるような出来

事を集めて、休日前の夜を幸せな気持ちで過ごすことを目指している番組として、成

功ではないかと思う。家族といっしょに金曜の夜８時から見る番組としてはぴったり

だと思う。「はぴあわ」というタイトル、ほのぼのとしたイラストも良い感じだった。

ゲストも明るい出演者ばかりで新しい感覚のバラエティ番組だった。数か月に１回程

度、継続して見たい番組だ。 

 

○  四国の人の何気ない幸せにまつわるエピソードを集めて、金曜の四国を明るくする

というねらいが非常におもしろい。幅広く関心を引くエピソードをそろえていて、家

族で見ていれば誰かが興味を持つような構成となっていた。ただ、唐突に「幸せ話」

が紹介されている印象もあったので、「ピューマに人工哺育が必要だった理由」や、

「河野さんが地元に住みながらだんじりを担げなかった理由」が説明されていれば、

共感しやすく話にも入りやすかったと思う。また「プロポーズ大作戦」での、劇団仲

間の大がかりな芝居はまるで再現ＶＴＲのようでもあり、やや不自然に思えた。 

四国だけの話題にもかかわらず、これだけのボリュームあるエピソードを集めたのは

ＮＨＫならではだと思う。新しい取り組みはやっていくべきだと思うので、チャレン

ジしながらレベルを上げていって、若い世代にも見てもらえるような番組の制作に取

り組み続けてほしい。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

    制作者が非常に頭を悩ませるのは、ひとつの話題でどれだけ 

視聴者をひきつけられるのかということだ。例えば「だんじ

り」の話題だけで４３分の番組を制作し、最後まで視聴者をひ
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きつけることができるかというと、難しい。加えて、金曜の夜

に放送する番組なので、家族全員で見てもらうことを想定する

必要がある。家族全員の共感を得ることは難しいと思うが、家

族の中の誰か 1 人の心に響くエピソードを提供したいと、「美

魔女」や「動物」といった幅広い話題を用意した。ご当地アイ

ドルや若い人たちを取り上げるのも、若い世代に訴求できる話

題だと考えたからだ。ご指摘のように、話題に幅をもたせ過ぎ

たところはあるかもしれない。もっとトーク部分をゆったりと

見せたり、コーナー数を見直すといった点は今回の反省点とし

て今後にいかしていきたい。 

番組を制作する際に、数か月を取材に費やして１本の番組を

作り上げるという方法もあるが、今回の番組は、地方のディレ

クターがふだんの取材の中で見つけた“小さな幸せ”を集めて

みようと立ち上がったトライアル番組だ。 

寄せ集めたエピソードをまとめるために、いろいろな世代を

代表する出演者を疑似視聴者として選び、受け皿の役割を担っ

てもらった。 

今回取材にあたったのは２人のディレクターで、ピューマの

話題を取材したディレクターは、１か月近く現場に通って密着

したので、自然な映像が撮影できたと思う。もう１人のディレ

クターは２か月かけてほかの３本の話題を並行して取材した。

「はぴあわボイス」でご当地アイドルを取り上げたのは、若い

世代が感じる“幸せ”をもう少し見せたいという狙いからだ。 

「幸せ」は、世代、性別によっていろいろな形があると思う。 

幅広い世代に訴えたいからこそ、幅広い話題を取り上げた。

ご指摘のあったスタジオの役割や、取り上げる話題の内容時間

や本数といった点は、今後現場でも議論を重ねていきたいと思

う。 

 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月１９日(日)のＮＨＫスペシャル 病の起源 第１集「がん～人類進化が生んだ

病～」はおもしろい番組だった。「人間は進化の代償としてがんになりやすい体質を

受け継いだのではないか」という仮説を立てて、ひとつずつ立証していく。非常に論
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理的で分かりやすい。チンパンジーが人と９９パーセント同じ遺伝子を持ちながら、

がんの死亡率は２パーセント以下であることに着目し、その原因が精子を作る遺伝子

にあるというイントロダクションは興味深く、引き込まれた。陣内孝則さんをナビゲ

ーターに迎え、人間の祖先と絡ませるなど、演出も手が込んでいた。 

 

○  ５月２４日(金)の四国羅針盤「巨大津波・避難の処方箋～一人一人の命を守るには

～」を視聴した。「逃げてもしかたない」とあきらめていた人が、どうしたら助かる

のか具体的に考えようと変わっていく過程を見て、あらためてこうした取り組みの重

要性を感じた。一人一人を識別し、個々人に対する具体策を打っていくことは、一歩

進んだ対策だ。高知県黒潮町よりも大きな町でどのように応用していくかが課題にな

ってくると思うが、地震への対策が前進していることを感じることができる良い番組

だと思う。 

          

○  ５月２４日(金)のしこく８「ふるさとへ～高知市・作家・山本一力～」を視聴した。

番組を通して、山本一力さんの仕事に対する取り組みの姿勢や、生き方をじっくりと

見ることができた。特に、地元の親友との交流の様子からは山本さんの人柄が伝わっ

てきた。 

 

○  ５月３１日(金)に徳島県で放送した阿波スペシャル「アートで病院を変えたい」を

視聴した。アートの力で病院を変えたいと活動する女性の奮闘を描いた番組だ。病院

の建物全面をアートだらけにして、アートに触れることで患者の意識が変わり、いき

いきとしていく姿を描いている。番組自体が、画面を通してみる「作品」と言ってい

いような仕上がりで、テレビならではの映像の力を感じた。ホスピタル・アートによ

って、現実に足を骨折した人も気分が明るくなっていく様子を見て、アートの可能性

を感じた。 

 

○  ６月２日(日)のＮＨＫスペシャル「密着 エネルギー争奪戦～日本の逆襲～」（総

合 後 9:00～9:58）は見ごたえのある番組だった。日本のエネルギーコストが高まる

なかで、火力発電のための天然ガスの価格を下げることができるかを取り上げていた。

商社のビジネスマン２人を通して、世界のエネルギー地図が変わっていく様子を描く

という構成が良い。実際に最前線で働く人たちのことばを通して伝えることで、マク

ロな話題にもかかわらず身近に感じることができる。アメリカとロシアを対象にした

折衝の様子に引き込まれた。 

 

○  ６月８日(土)の土曜ドラマ 島の先生（３）「島の宝」（総合 後 9:35～10:33）を

視聴した。鹿児島県の離島を舞台に、都会から、親が亡くなったりいじめを受けたり
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した留学生を受け入れて学校を存続していくというストーリーだった。都会から来て

いる留学生は、自分自身が宝だと勘違いをして地元の子どもをいじめ、地元の子ども

の親がそこまでして学校を存続させなければいけないのかと問う場面もあった。四国

にも生徒を受け入れて存続している学校がある。現実に照らし合わせていろいろなこ

とを考えさせられるドラマだ。 

 

○  ６月９日(日)のＮＨＫスペシャル 未解決事件Ｆｉｌｅ．０３「尼崎殺人死体遺棄

事件」（総合 後 9:00～10:29）は、Ｆｉｌｅ．０１、０２に続く力作で、興味深く

見た。詳細な取材に基づいた再現ドラマは、事件の本質をえぐっているようですばら

しく、特に角田美代子元被告を演じた烏丸せつこさんの演技が秀逸だった。事件が起

きた環境や背景もよく分かり、一緒に視聴していた家族も引き込まれていた。事件の

真相は角田元被告の自殺で闇に入ってしまったが、再現ドラマからは、家庭的に恵ま

れなかった角田元被告が疑似家族を形成しつつ、平穏に暮らす家族へのねたみから家

族関係を破壊したかったのではないかと類推させる構成になっており、うなずけるも

のがあった。番組は、家族間のトラブルまたはそのように見えるトラブルに関わるこ

とに消極的だった警察の姿勢に警鐘を鳴らした。また、角田元被告の下から逃亡した

女性に対し、いずれ免許証の書き換えに行くだろうと元被告らが考え、家族を使って

警察に連絡を依頼していたことから、女性の所在が分かって連れ戻され、死につなが

った事実も提示、いわゆる「家出人捜索願」の運用の課題も浮かび上がらせており、

大きな意義のあるものだった。 

 

○  ６月１０日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「縁で生きる、感謝でもてなす

～居酒屋店主・中村重男～」を視聴した。中村さんは妻をＪＲ福知山線脱線事故で亡

くした。店を閉めて一人息子のお弁当を作っていた中村さんを助けてくれたのは、同

級生の母親たちだった。“ママ友”たちは息子が卒業するまでお弁当をつくり続け、

中村さんは周囲の協力に心を動かされ、居酒屋を再開したそうだ。中村さんが大切に

している「縁」の原点を見たような思いがした。「縁」を大切に、よりすぐりの酒と、

素材にこだわった料理で、数々の文化人や一流シェフを魅了している中村さんの仕事

の流儀を見せてもらった。 

 

○  ６月１４日(金)に中国・四国ブロックで放送した、海と生きる「カブトガニと藻場

とカキ筏（いかだ）と人と」が非常におもしろかった。広島のカブトガニが徐々に増

えてきていること、アマモの群生が広がっていること、特にカキ筏が海の自然を回復

するのに役立っているという話題は興味を引いた。ドキュメンタリーというと、１人

の人に焦点を当て、ヒーローを作ってしまう傾向があり、見ていて違和感を覚えるこ

とがある。しかし、今回の番組では、いろいろな人がヒーローになっていて感動した。
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世代を超えて活動の輪が広がっている様子もよく分かった。 

 

○  海と生きる「カブトガニと藻場とカキ筏（いかだ）と人と」を視聴した。人と海の

関係を見つめ直しながら新たな関係を考えていく番組で、アマモの再生や、アマモを

生かした農業の復活、カキ筏と自然環境の増幅効果について非常に細かく取材し紹介

していた。失われてきた里海のサイクルを取り戻しつつあるという実態が伝わり、説

得力があった。このような取り組みや、効果を知っている人は少ないのではないだろ

うか。今後も見る人に新しい視点を与える番組を作り続けてほしい。 

 

○  海と生きる「カブトガニと藻場とカキ筏（いかだ）と人と」を視聴した。この番組

には、アマモやカブトガニを再生しようとする人々、アマモを肥料に使う農業を現代

に生かそうとする人々、海に人手を加えることで生物の生産性と多様性を拡大しなが

ら自然の環境を整えようとする人々によって、豊かで美しい海を取り戻す試みが始ま

り、続けられていることがよく分かった。また、海の中で生物たちがいきいきと泳ぐ

様子を鮮やかに撮影、映像化しており、感心した。デジタル技術のたまものかもしれ

ない。 

 

○  ６月１６日(日)のＮＨＫスペシャル「中国激動 怒れる民をどう収めるか～密着 

紛争仲裁請負人～」を視聴した。暴動が日常茶飯に起こっている中国には、民間の紛

争仲裁請負人という人たちがいて、暴動の発火点に出向いて協議までもっていく。こ

のように渦中にいる人たちを見いだすＮＨＫの取材力に感動した。 

 

○  サッカーや大リーグなどＮＨＫのスポーツ放送は、実況とゲスト解説が落ち着いて

いて騒がしくないので、聞きやすく、気持ちよく観戦できる。とても好感が持てる放

送だ。 

 

○  平日にＥテレで放送している「Ｅテレ２３５５」が気に入っている。特に金曜の回

がおもしろい。気軽に見られて良い番組だ。 

 

○  毎週月曜にＥテレで放送している「あしたをつかめ～しごともくらしも～」は、若

い人の仕事の熱意が伝わってくる番組で、いつも楽しく見ている。 

 

 

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、２０日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２４年度四国地方向け地域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、地方発 ドキュメンタリー「心を照らす桜～陽光桜の物語～」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） 

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） 

 

＜地方発 ドキュメンタリー「心を照らす桜～陽光桜の物語～」 

（４月２３日(火) 総合 前 0:40～1:23）について＞ 

 

○  戦死した教え子の慰霊のため、さまざまな場所で育つようにと生涯をかけて耐性の

強い桜「陽光」をつくり、国内外に植えていった高岡正明さんと、受け継いだ息子の

照海さん。この２人を軸とした、花が人の心にもたらす影響、人を支える力を実感さ

せてくれるドキュメンタリーだった。今回の番組では、高岡正明さんの執念と、葛藤

の末にこれを受け入れ、父の死後も遺志を継いで陽光の普及に努める息子の照海さん

に加え、がんと闘う吉田くるみさんなど、陽光を心のよりどころとするさまざまな境

遇の全国の人たちを主役にし、タイトルにあるように「心を照らす桜」をテーマにし
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ていた点に工夫が感じられた。なお、正明さんの遺志を引き継いだことによる照海さ

ん夫妻の経済的な苦労にも、もう少しだけ触れた方がよりリアルだったと感じた。 

 

○  教え子たちの慰霊のため、頑固なまでの信念でつくりあげられた陽光桜。その誕生

の物語を、美しいエピソードや、取り巻く人々の熱い思いを織り交ぜながら展開させ

ており、この番組が伝えたい思いが、ストレートに伝わってきて、感動した。印象的

なシーンは数多くあったが、特に濃紅色の大輪が少しずつ咲いていく神秘的な映像は、

言葉では表現できない美しさだった。陽光桜は以前から知っていたが、その生い立ち

に秘められたエピソードや、込められた高岡さん親子の熱い思いは､このドキュメン

タリーを見るまで全く知らなかった。戦争のない、平和で豊かで、安心できる生活の

大切さと、その意義を考える起点とすべく、啓もうの必要性を痛感した。 

 

○  陽光桜には、多くの人々を励まし、感動させる力がある。その理由が見事に表現さ

れていた。映像の色彩も美しく、特に桜の花びらの美しさには感動を覚えた。視聴者

の心を捉えるいい作品に仕上げられていた。新種・陽光桜を生み出した高岡正明さん

の独創性と新種作りにかける執念、全国から 200 種以上の桜を集収し新種を誕生させ

た、おう盛な研究心とその努力、経緯もよくわかった。登場人物もこの作品にふさわ

しい人物が探し出されており、丁寧な取材を感じさせた。どのようにして登場人物を

選んだのか興味がわいた。皆が陽光桜の開花を心待ちにしていていた。厳しい状況の

なかでも耐え、強く咲こうとするこの桜に、勇気を与えられ、生きる力を与えられる

からだろう。この番組では、「心を照らす桜」と銘打っているが、丁寧な取材と映像

ならではの桜の美しさと強さに、「生きる勇気を与える桜」に思われた。  

 

○  陽光桜は、教え子たちを戦争に送り出し、失ったことに対する悔恨の気持ちを、桜

に託したものである。家業に協力するよう求める息子に初めて理由を明かし、陽光桜

に専念することにゆるしを求める高岡正明さんの姿に涙を禁じえない。戦争が個人の

命や人生に与えた過酷さをあらためて強く感じる。「いさぎよく散る」ということば

でよく使われた桜だからこそ、高岡さんはそれまでの桜ではなく新しい桜をつくらね

ばと思ったのではないか。転移ガンと闘う妻と夫、最愛の兄を失った老婆、津波で壊

滅した三陸町、孫と遠く別れて住む老夫婦と陽光桜の話は、死、別れ、孤独、無常と

直面するなかで、光、希望を陽光桜に見いだしたいという思いを、陽光桜の生い立ち

に重ねて表現しており効果的である。愛媛でこのようにして陽光桜が生まれ、息子が

父の思いを受け継いで陽光桜を提供、植え続けていることは感動的だ。テーマの取り

上げ、構成もよいと思う。 

 

○  陽光桜が、戦時中に生徒を戦場へ送り出した元教師の３０年にわたる執念が作り上
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げたものであることを知り、深く胸打たれた。教え子を戦場に送り戦死させてしまっ

た悔恨と死んでいった魂を鎮魂するために、高岡正明さんが思ったのが桜を植えるこ

とだった。なぜ桜でなければならなかったのか。思い当たったのは「敷島の大和ごこ

ろを人問はば 朝日ににほふ山ざくら花」という本居宣長の和歌だ。戦時中、戦場で

死を恐れることなく勇敢に戦い散る兵士を讃えた歌としてよく口にのぼった和歌だ

が、桜は国家のために命をささげる若者たちを象徴し、見事に散っていくことを良し

とする象徴だったのではないか。私たちの知っている桜は、はかなく、すぐに散って

しまう。ところが、正明さんは、暑さ寒さや風や雨に強く、日本各地、世界の戦場と

なった場所の、すべてで生きることのできる強い桜を追い求めた。亡き青年たちの魂

が、いつまでも安心して宿れる場所として、強い桜を作り上げたのではないか。この

力強さが、今の社会で悩む人たちをも勇気づけているのだろう。正明さんは鎮魂のた

めに陽光桜を生み出したが、照海さんは現代を生きる人々を励ますメッセンジャーと

して陽光桜を広めているように感じる。この物語を発信することによって、陽光桜を

めでる気持ちを持つ人が全国に増えるだろう。とても心に残る番組となったと思う。 

 

○  高岡さん親子の思いを巧みに映像化して物語仕立てにした企画力がすばらしい。タ

イトルに「物語」とあるように、人の幾重にも重なる思いが余韻を引く。番組の登場

人物それぞれにドラマがあり、多くを語らずとも、植えられた陽光桜そのものが人々

の深い思いを物語っていた。桜は日本人の心の象徴であるが、戦争に対しての後悔や

悲しみも日本人が共通して抱く思いだ。視聴者の心をひとつにする題材の選択がこの

番組の価値を決定づけたように思う。 

 

○  ３０年かけて陽光桜を生み出した高岡さん父子の生きざまや願いと、陽光桜の開花

に願を掛ける人たちの思いを上手に交錯させていた。高岡さん父子の願いが多くの人

に届いているのだと感銘した。また、桜を巡る話題をいろいろと集め、上手に構成し

ていることに感心した。まず、桜の誕生と桜に願を掛ける人たちを紹介する前半と、

桜の開花を喜ぶ後半に二分したこと、特に、後半の開花を紹介する２分１０秒余りの

間、語りがない演出は、前半と後半のコントラストを付けるだけでなく、番組の雰囲

気を高めており、とても効果的だった。また、番組最後の「続きはまた春にしようか」

という語りは、この番組に出てきた人たち、番組を見た人たちに、いつかまた桜が咲

く頃それぞれが幸せな気持ちになるように願って余韻を残そうとしたと解釈した。た

だ、番組のテロップに関して、場面によってはもっとふさわしいテロップの表示があ

ったように感じられた。香川県まんのう町、徳島県海陽町の次に桜畑の開花が続くが、

桜畑の場面に地名のテロップが欲しかった。 
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○  陽光桜の映像が非常に美しく、一度実物を見たいと思った。陽光桜は、力強く成長

し、見ている人を励ましてくれる。香川県の満濃池のほとりに陽光を植えた吉田さん

夫婦については、乳がんの転移を患う妻に、「毎年４月に桜を見られるといったら、

元気になってくれて、また１年、次の年も頑張って、桜の成長を見る、そんな楽しみ

を作ってあげたいと思った」という夫の優しい言葉が印象的だった。また、妻の「未

来のある人が見るのと、限られた人生の人が見るのと、格段の違いがある。」という

言葉には重みを感じた。高岡正明さんは、息子の照海さんが意志をついでくれて、本

当にうれしかったと思う。また、中国に陽光を送り、父の願いをかなえた照海さんは

本当に孝行息子だ。すばらしい桜なので、今後も世界に広がっていってほしい。 

 

○  陽光桜の誕生秘話を初めて知り、感動した。戦争を知る者が減る中、語り継ぐべき

話だ。戦時中の教師なら、戦地に赴く教え子に「日本は神の国で負けないから大丈夫、

帰ってきたら、校庭に咲く桜の下でまた会おう」と言って送り出すことは、心から信

じての行動だったと思う。しかしそのように送り出した教え子たちの現実は過酷なも

のであり、高岡正明さんは深いざんげの気持ちと教え子へのとむらいの気持ちで、美

しく強い桜を作り上げたのだろう。戦争は二度としてはいけないという教訓とともに、

心に響く番組だった。ただ、番組の流れとして、すばらしい素材をまとめきれなかっ

たと感じる。陽光桜の誕生秘話から考えると、温暖な四国に植えられた吉田さん夫婦

の桜や徳島の天羽さんのお兄さんをしのぶ桜は、陽光桜でなくても毎年きれいな花を

咲かせる桜なら良かったのではないか。陽光桜である必要性についての説明が抜けて

いるように思う。反対に新潟や南三陸の厳しい環境では、根づいている陽光桜が生き

てくると思った。高岡さんの「戦争ほど惨めなものはない」ということばは非常に重

みがある。「平和を願う気持ちを届けたい」という陽光桜のメッセンジャーとしての

部分をもっと大きく取り上げてほしかった。 

 

○  平和への祈りを込めて四国において陽光桜が長い年月をかけて開発され、今では全

国、世界に広がり多くの人々の気持ちに光を与えているという事を知り、誇りに思っ

た。「桜畑の守り神」がナレーション役を務めており、昔話のような口調でいろいろ

なことを解説する演出も、内容が心に入ってきやすく非常に良かった。しかし、番組

の中で紹介されているエピソードは、「陽光桜」でなければならない理由が感じられ

ず、関連が薄いように感じた。「陽光桜の物語」が主題で、誕生の背景や特徴にスト

ーリー性があるだけに、もっと陽光桜に関連したエピソードを盛り込んでほしかった。

例えば、映像だけで紹介していた原爆犠牲者を慰める長崎市の話や、戦死した青年た

ちを弔う広島・江田島市、海軍ゆかりの品覚寺で、陽光桜が植樹されたときの話など

を取り上げれば、陽光桜の誕生と強く関連づけることができたのではないか。また、

高岡照海さんが京都府長岡京市に桜を植える場面で、桜に込めた思いを長岡京の人々
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に説明しているシーンなどがあれば、いっそう陽光桜がクローズアップされて良かっ

たと思う。さらに、中国に送った陽光桜が、現在も元気に咲いて教え子たちとの約束

を守っていることを見せるシーンがあれば、より感動したと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

          陽光桜でなければならない理由が弱いとのご指摘があった。確か

に、戦争への後悔から生み出された桜と、登場人物とのつながりに

ついて説明が不足する部分があったと思う。戦争に関係する場所や

エピソードをもっと目立たせる選択肢もあった。しかし、ソメイヨ

シノに代表されるような「死」のモチーフとしての桜ではなく、む

しろ「生」を表す桜として陽光桜を描きたかったので、戦争にとら

われず「陽光桜に思いをゆだねる人」を取材した。番組にもあるよ

うに、陽光桜は非常に強い品種で、最近では街路樹などの植樹にも

よく選ばれる品種となっているので、そうした部分も描き、高岡さ

んの思いが一般の人にも広がっていることを印象づければ、番組の

意図をもっと明確に表現できたかもしれない。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月３日(木)「覇王伝説～最強の戦国武将は誰だ？～」（ＢＳプレミアム 後 9:00

～10:59）は、さまざまな指標で格付けして、戦国時代に一番強かった武将は誰かを

決める番組で、大変おもしろい企画の番組だった。 

 

○  ４月２８日(日)に徳島県で放送した、ＮＨＫ徳島開局８０周年 アーカイブ特選 

四季 吉野川「いのちの川を下る」（総合 後 1:05～2:18 徳島県域）を視聴した。

水の利活用や、水による災害を考えたときに、現在に至るまでの記録は非常に重要だ。

こうしたアーカイブス番組は、地域で話題になったことがきちんと映像に残されてい

るので、もっと積極的に活用すべきだ。 

 

○   ４月２９日(月)放送の「ケンボー先生と山田先生～辞書に人生を捧げた二人の男

～」（ＢＳプレミアム 後 11:15～前 0:14）が特に印象に残った。どの国語辞典でも

内容はさほど変わらないだろうという先入観が番組により打ち砕かれ、新鮮な思いで

視聴した。特に、「明解国語辞典」の編さんでは脇役だった山田忠雄さんが、中心と

なって手掛けた「新明解国語辞典」のユニークさには驚かされた。また、客観的な辞

書作りに人生をささげ、用例を集め続けた見坊豪紀さんの執念にも目を見張るものが

あった。一見、地味そうな辞書作りの舞台裏に光を当て、辞書界の２人の巨人の生き
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様と信念からくる対立を、スタジオでの薬師丸ひろ子さんの分かりやすい進行と再現

ドラマや関係者の証言で立体的に伝えた意義は大きかったと思う。 

 

○  ５月４日(土)ＮＨＫスペシャル「ラストメッセージ 井上ひさし“最期の作品”」

を視聴した。ユーモアがあり心温まる作品をたくさん残している作家・劇作家の井上

ひさしさんが、芝居に没頭したために離婚して、その後長い間家族と断絶に近い状態

にあったと知り驚いた。また、２３年前に構想を始めたにもかかわらず生きている間

に書き上げられなかった戯曲があったことにも驚いた。「木の上の軍隊」は沖縄戦で

戦争から逃れた２人の日本兵が、戦争が終わったことを知らずに２年間を木の上で過

ごした、という実話をもとに構想・脚色したもので、重い話題を取り上げた作品だ。

井上さんの死後、娘の麻矢さんが脚本家と演出家の協力を得て「木の上の軍隊」の公

演を実現させていく過程で、亡き父の背負っていたものの大きさを知り、わだかまり

が溶けていったことを紹介していた。厳しい話題の一方で、井上さんの芝居同様、と

てもハートフルにまとめられた番組だった。 

 

○  ５月４日(土)ＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「小山薫堂×佐藤可士和

～もったいない男 整理する男」は、小山薫堂さんと佐藤可士和さんという対照的な

２人の話が興味深い。特に、デザイナーの佐藤さんが、今まででブランディングが一

番難しいと思ったのが「今治タオル」という話がおもしろかった。佐藤さんは日本を

世界にプレゼンテーションするのが喜びと言う。品質の高さを前面に出すことで「今

治タオル」というブランドを確立し、世界に発信するきっかけを作った人物について、

詳しく知ることができた。         

 

○  ５月５日(日)ＮＨＫスペシャル「新生 歌舞伎座 檜（ひのき）舞台にかける男た

ち」では、中村勘三郎さん、市川團十郎さんというスターを失った、苦難の時期にあ

る歌舞伎座を取り上げており、興味深く視聴した。世襲の世界は本当に大変だと思う

が、伝統を重んじる一方で、変化が求められる部分もあると思うので、さまざまな角

度から掘り下げていってほしい。 

 

○  ５月６日(月)のプレミアムステージ「シンベリン」（ＢＳプレミアム 前 0:00～

3:15）は非常に見応えがあった。劇場での公演をそのまま映し出してくれるので、ま

るで劇場にいるような臨場感がある。会場の笑い声や歓声などもあって、自分も客席

の一員となった気分で楽しむことができた。 

 

○  ５月１０日(金) しこく８「石鎚・神さんの山」は何回見ても、非常に美しい映像

で楽しめる番組だ。今回は特に秋川雅史さんのナレーションが非常に良かった。 
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○  ５月１１日(土)の目撃！日本列島「“ご神木”が狙われる」を視聴した。非常にシ

ョッキングな事件だ。今後も徹底的に追跡して取り上げてもらいたい。 

 

○   ５月１４日(火)クローズアップ現代「めざせ、“５時まで管理職”？！～脱・長時

間労働の実践～」を視聴した。上司と部下がお互いのことを考えてしまい、結果とし

て長時間労働となっている現実に共感できた。また、長時間労働は問題だと分かって

いるが、労働時間を短くすると、その分作業効率が問われる。番組では、部下個人の

意識改革にまかせるのではなく、管理職が部下の仕事の内容や労働時間の把握などを

すべてマネジメントし、率先してプライベートを充実させることがプラスのサイクル

を生むということを提唱しており、社内でも共有したい考え方だと思った。 

 

○  ５月１５日(水)クローズアップ現代「１０００年後の命を守るために～どう伝える 

震災の教訓～」では、津波の被害を受けた建物について、保存か解体かの議論が起き

ていることを取り上げていた。岩手県大槌町では、役場庁舎を残すかどうか住民の意

見が割れたが、町の歴史を振り返ったときに、かつては高台にあった役場が、その後、

海に近い低地へと移転し、海のそばへ住宅地が引き寄せられる結果となったことから、

震災の教訓を伝えるために、建物の一部を残す決断をした。さらに宮城県女川町では

1000 年後のために何ができるのか中学生が議論して、戦争の恐ろしさを伝え続ける

原爆ドームのように、教訓を後世に伝えたいと、建物の保存を訴え始めていることを

紹介していた。短い時間ではあったが、非常に意味のある有意義な番組だった。 

 

○  ５月１６日(木)のＢＳ歴史館「突破７００年 島津家 退くことを知らず」を視聴

した。スタジオのセットは、独特の雰囲気をつくりだしており、歴史を深く掘り下げ

る番組の内容と非常に合っている。今に語り継がれる史実や、立派なことを成し遂げ

た人物を、新しい視点で、時には辛らつに掘り下げていく構成で、非常に興味深い番

組のひとつだ。 

 

○  ５月１７日(金)海と生きる「奇跡の宝石箱・瀬戸内海」（総合 後 7:30～8:43 四

国ﾌﾞﾛｯｸ）を視聴した。バイオリニストの川井郁子さんを中心に建築家の安藤忠雄さ

んなどたくさんの人が登場して、直島、犬島、因島、大三島を中心に現代アート、染

色、農業、ヨットの航海を紹介して瀬戸内の海と島の魅力や楽しみ方を多角的に捉え

ていた。紹介のしかたも洗練されていて大変よかった。 

 

○  ５月１９日(日)日曜美術館「アートの旅 中谷美紀 ｉｎ 瀬戸内・直島」を視聴

した。地中美術館や世界的アーティスト・杉本博司が創り上げた神社などを巡り、中
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谷さんのゆったりとした「間」でさまざまな作品を紹介し、島の魅力を引き出してい

た。 

 

○   ５月１９日(日)日曜美術館「アートの旅 中谷美紀 ｉｎ 瀬戸内・直島」を視聴

した。テレビに映る映像自体が大きな作品に見えてくるようで不思議だった。中谷美

紀さんの簡潔なコメントと、それを補足する文字、バックには音響効果を巧みに活用

していた。ナレーションですべてを説明してしまうのではなく、鑑賞者にある程度の

解釈を委ねるという演出に、非常に感心した。今後も、鑑賞者に考える余裕を与える、

こうした番組を制作してほしい。 

         

○  連続テレビ小説「あまちゃん」は、見ていて本当に楽しい。主人公が素直で明るい

のもよい。好感が持てるドラマだ。 

 

○  連続テレビ小説「あまちゃん」を良く見ているが、特に、朝から元気をくれるよう

な、冒頭のテーマ音楽が良い。 

 

○  毎週火曜日放送の「応援ドキュメント 明日はどっちだ」がとてもおもしろい。大

工の棟梁を目指している２４歳の女性や年齢制限ぎりぎりで芽が出そうで出ないか

もしれないボクサーなどを密着取材して、彼らの成長や周りの人たちの応援などを完

結ではなく継続的に放送している。ドキュメントというと成功した人が取り上げられ

るのが常だが、この番組では、頑張っている途中の人にスポットを当てており、今ま

であまり見たことがない。しかも、スタジオの関ジャニ∞の３人の応援が、さりげな

く、かつ熱くて、とてもフィットしている。最近の若い人たちに期待したくなる番組

だ。 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２５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、１５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、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、ドキュメントしこく「ずっとあなたのそばにいたい～徳

島 老人ホームの恋～」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） 

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） 

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） 

 

＜ドキュメントしこく「ずっとあなたのそばにいたい～徳島 老人ホームの恋～」 

（４月５日(金) 総合 後 7:30～7:55）について＞ 

 

○  社会の高齢化が進む中、後期高齢者の恋をテーマにした心揺さぶる番組で、心象を

語っているような表情のアップを多用したカメラワークが印象的だった。吉岡新一さ

んと千恵子さんの８０代新婚カップルは何ともほほえましく、また切なくも見え、心

に響いた。また、いくつになっても孤独はつらいという当たり前の事実に、もう一組

の主人公・中津千代子さんの「独りでおるんはもういやと思います」という言葉や退

院してきた樽谷茂雄さんを迎えたときの涙から、あらためて気付かされた思いだった。

施設側の夫婦部屋をつくる柔軟な配慮にも感心した。施設で亡くなったすべての人を
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まつる仏間の紹介も心を打つものがあった。施設入所者を取材する場合、その人の子

や孫など親族への配慮も必要で、プライバシーをどこまで明かしていくかは非常にデ

リケートな問題だ。この番組でも仮名やぼかしの使い方などから、制作者の苦労が察

せられた。 

 

○  高齢者が生き生きした生活を送るにはどうすべきか、四国の将来を考える上でも重

要な課題である。この番組は、少子化傾向にある高齢化社会で今後、各家庭でも起こ

りうる課題と処し方のヒントを提示していると思う。８０歳を過ぎた２組のカップル

が支え合って生きる姿がほほえましく、またせつなく描かれていた。一方で、孤独な

「ついのすみか」で、カップルとなり新しい光が見えてくる生き方は誰にでもできる

わけではないと思う。老人ホームの一室で、部屋を埋め尽くすように積み上げられた

引き取り手のない位はいの多さに、衝撃を受けた。四国が抱える地域の高齢者問題の

重みがよく伝わってきた。今後、この課題をさらに突っ込んで、解決に向けて取材を

続けてほしい。 

 

○  高齢化社会の現実をとらえた、考えさせられる番組だった。吉岡さん夫婦は年を重

ねているが、胸のときめきは若者よりも大きいように感じられた。一方で、家族の形

が変化している昨今、親の面倒をみない子どもが増加しているという問題をあらため

て認識した。身よりがなく孤独と闘っているお年寄りが増える中、独りで暮らす寂し

さより、２人で暮らす楽しさに残りの人生をかけた吉岡さん夫婦の日々には、好感が

持てた。一年先がわからない中で、「来年も一緒に満開の桜を見よう」と言ったこと

ばが心に残った。今後も高齢者社会の問題を取り上げ、訴えるドキュメント番組を制

作してほしい。 

 

○  恋をおう歌する高齢者の日々が、温かいまなざしで描かれていた。主人公たちの会

話とやりとりに心打つ場面が多く、時を重ねるほどに思いが募る心情がほほえましか

った。なかでも、もう戻ることはないと決めていたふるさとを訪ね、久しぶりに会っ

たいとこに、残りの人生を互いに頑張ろうとそっと声をかけるシーンは印象的で救わ

れる思いがした。また中津千代子さんの一時の不安による心の乱れも、樽谷茂雄さん

の退院で救われた。退院を知って樽谷さんの部屋に向かう中津千代子さんの表情は、

２人が交わした会話とともに心に残った。広瀬修子さんの落ち着いた静かなナレーシ

ョンも、作品の雰囲気を一層盛り上げていた。「来年も満開の花を２人で見よう」と

いうエンディングは、非常に思いがこもっていて、印象的だった。 

 

○  誰も経験したことがない高齢社会の一片をかいま見たようで、衝撃を受けた。身寄

りのない高齢者が肩を寄せ合い生きる様子は、社会のけん騒から忘れられた空間で生
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きるためにつながりを求める、寂しい人生への“あらがい”のように思われた。一方

で、男女が出会い恋心をあたためていくというプロセスに年齢は関係ないということ

が嬉しく、また新鮮な驚きだった。２５分という短い時間に、さまざまなことを考え

させる番組だった。 

フィクションではなく、ドキュメンタリーだけに事実にはとても重みがあり見応え

があった。吉岡さん夫婦の自然なしぐさ、純粋な姿が描かれていた。年を重ねるにつ

れ身体の機能は衰えていき、必要最低限のことしかしなくなるが、同時に心は純粋に

なっていくこともあるのだと感じた。題材、構成、映像から「老いらくの恋」と豪語

する彼らの心がそのまま見える、印象的な番組だった。 

 

○  老人ホームや介護医療の番組を見ると、どこか重い気分になるのが常であるが、今

回は本当に心温まる気持ちになった。とてもよいテーマで、余韻が残るすばらしい番

組だった。番組に出演していた２組のカップルを見て感じたことは、青年から中年の

大人の恋と違い、タイトルにあるように「ずっとあなたのそばにいたい」のひと言で

言い表せるような純粋な愛だということだ。年をとると孤独感が強くなり、寂しくな

る。心の支えになる人を求めるのは当然であり、その意味で大変うらやましいカップ

ルだ。今回紹介されたような老人ホームの取り組みがもっと広まってほしい。樽谷茂

雄さんが骨折のため入院中で、その間一人離れて寂しく食事をしていた中津千代子さ

ん。帰りをひたすら待っており、茂雄さんが帰ってきた時の嬉し涙は印象的で、２人

のやりとりはほほえましかった。 

  

○  長い人生においては、配偶者と離別することもあれば、年齢を重ねてから運命の人

と巡り合うこともあるだろう。限りある人生の中で、せっかくの縁を、堂々と満喫で

きないのは寂しいことだと思う。番組は心地よく高齢者の恋愛を描いていた。いくつ

になっても美しいものは美しいと感じる心を持ち続けたいし、一緒に心を通わすこと

ができる人にそばにいてほしいと願う気持ちは当たり前のことだ。特に体が弱り、残

された時間が少なくなってきた高齢者には切実な願いだと思う。一方で、自分の親が

恋をしたときに、受け入れられるかを考えると決して容易ではなく、自分の中に存在

する偏見に気づいてがく然とした。また、もう一点特筆すべきは、結婚しているカッ

プルと施設内でだけ認められたカップルの２組を取り上げたことだ。婚姻届を出した

吉岡さん夫婦は話題になり、新聞やテレビ局が取材に来る。良い悪いではなく、日本

の社会は今も個人ではなく家単位で、物事をみているように感じる。ここにも、ある

種の偏見が潜んでいるのかもしれない。「高齢者の恋」という現代社会の特徴的な現

象から、社会の奥に根づいている偏見や社会制度にまで言及し、いろいろなことを考

えさせる番組だった。 
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○  高齢者と言えば「介護」といったイメージが社会にある。それは、介護する立場か

らの勝手な思い込みに過ぎず、理不尽さを感じている高齢者の方もいるのではないか。

高齢者にも人権があり、人格があり、愛を求めているということ、その「思い」を達

成できる施設があることに希望を感じた。また、高齢化の先進地である四国でこうし

た番組が制作されたことは、非常に意味がある。高齢者にとって、恋愛をしたり結婚

したりすることで自分に自信を持つことは、家族の愛情よりも、もっと強く生きる意

味を持たせてくれる。高齢者自身にも、家族にも希望を持たせることとなる。「思い」

を押さえる必要がないということを教えてくれたすばらしい番組だ。 

また舞台となった「白寿園」は、先端をいく老人ホームだと思う。施設の取り組み

によって誕生するカップルは、この先どんどん増えていくだろう。施設内での恋愛や

結婚を認めるかどうか葛藤している他の施設もあると思うので、「白寿園」の取り組

みを追加取材してほしい。 

 

○  高齢化、長命化で、今後も増加するであろう高齢者の出会いをとりあげており、関

心高くテーマとしておもしろい。人の絆、孤独というものを考えさせられた。集団生

活の中に２人だけの世界があり、その天真らんまんな様子は、若いカップルを見るよ

うでほほえましい。「２度と結婚しない」と思っていたが、「独りの寂しさ」や「明

るい相手との出会い」によって、９０歳近くになって、あらためて結婚しようと思い

始める。老人ホームに結婚環境があることで、一緒になることができるのは幸せなケ

ースではないか。現実には、みとってくれる子供たちがいることで反対されたり、本

人が気にして一緒にならなかったりするケースもある。人生観、性格、経験によって

個人差があるはずだが、番組では触れられておらず、結局、制作者は何を言いたいの

か不明だった。 

 

○  人は自分の死と向き合う機会が生じたり、間近に死を意識する機会が増えると、過

去を振り返ったり、恋をしたくなったりするのではないだろうか。高齢者が恋をして

もおかしくないし、高齢者のほうが若者より純粋に恋をしているようにも思える。こ

の番組では、高齢者の恋を優しい視点で見つめ、恋することでより前向きに、より一

生懸命に生きようとする姿を丁寧に描いており、とてもほほえましく感じた。ただ、

この番組は、ほほえましい話題を放送するだけで、新しい情報や問題意識、あるいは

考える材料などを提供していない。高齢者の恋にはためらいや阻害要因といった負の

面もあるのではないか。この老人ホームで誕生したカップルは４組だそうだが、それ

はとても少ないように感じる。また、番組に出てきたカップルのうち１組は、結婚し

ていない。そこには、何らかの要因があるのではないか。プライバシーの問題もあり、

難しいと思うが、番組にやや物足りない印象が残った。 
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○  全国に先駆けて高齢化が進む四国の特色を的確に描いたドキュメンタリーで、多く

の視聴者の関心を引いたのではないか。番組を通して感じたのは、恋心やときめきは、

年齢を重ねても変わらないということだ。新一さんと千恵子さんが今の年齢で結婚に

踏み切った決意、結婚することの意味をどう思っていたのかが描かれていればさらに

良かった。一緒には住んでも、なかなか結婚に踏み切れない若者も多い中、結婚の意

味について参考になる部分があると思う。また、離婚することにあまり違和感の無く

なった時代において、結婚して２人で人生を分かち合い、生きていくことの価値を再

確認することができた。 

 ただ、いとこの藤田さんに結婚を報告するとともに千恵子さんを紹介するシーンで、

残りの人生を互いに頑張ろうと励ます部分があったが、伝えたかったことが読み取れ

なかった。「自分も、結婚して人生を楽しみ、頑張っているから、病床の藤田さんも

頑張れ」という意味なのだろうか。年老いてからの結婚というのは、ひとつの幸せで

はあると思うが、万人には当てはまらない。この場面で伝えたかったものは何か、疑

問に思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

          高齢者を取材していると、生活保護や年金といったネガティブな

話題が多いように感じる。もっと前向きな話題があればと、「高齢

者の恋」というテーマを選んだ。また、全国的に高齢者の婚姻件数

が増加傾向にあり、高齢者が結婚することに社会的な理由があるの

ではないかと疑問をもったことも、制作のきっかけとなった。今回

は、結婚している夫婦と、結婚していない２人を取材することがで

きた。番組で伝えたかったのは、老人ホームという閉ざされた特殊

な場所では、結婚しているかどうかは問題でなく、支え合える人を

見つけることが大切だということだ。老人ホームにいる高齢者たち

は、将来、施設を出ることは体調的に難しい。会える人も限られて

おり、施設の中で認められることは、結婚と同義である。公的な婚

姻関係であるということと施設内の事実婚は、取材をした率直な感

想としては同じであるように感じた。 

ご指摘のあった、家族や経済面の話、施設側の話などが十分に表

現できていないところがあり、番組の意図をもっと明確に表現でき

れば良かったと思う。吉岡新一さんがいとこをたずねるシーンも、

今まで疎遠になっていた家族に「結婚」という一歩を踏み出す決意

表明を表すシーンとして使用したものだが、伝えきれないところが

あったかもしれない。   

「白寿園」では、２０年ぐらい前に夫婦部屋が作られたと聞いて
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いる。もともとは、高齢化を見据えて、ご夫婦で利用できるように

用意されたものが、結果的に使い方が変わっていったようだ。施設

側の立場や、子どもの立場など、番組を見る人の立場によって、さ

まざまな感じ方があると思う。例えば、吉岡千恵子さんの娘が頻繁

に訪ねて来るが、娘の立場からすると、吉岡さんが恋愛をすること

で、周りの家族が助かっている部分もある。見た人が気になる部分

について、もっと情報を提供したうえで阻害要因なども含めて説明

できれば良かったと思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月２日（水）テレビ放送６０周年特集 伝説の名勝負「東洋の魔女 世紀の金メ

ダルロード」（ＢＳ１ 後 9:00～9:50,10:00～10:50,11:00～11:49）がおもしろか

った。以前から、女子バレーボールの過去の活躍を見たいと思っていたところ、フル

タイムで試合を見せてくれた。また、当時はテレビ音声の記録がなく、ラジオの実況

放送の記録をオーバーラップさせてテレビを見るという演出がおもしろかった。１９

７２年に開催されたミュンヘン五輪の「全日本」対「ブルガリア」の奇跡の逆転劇も

ぜひフルタイムで放送してほしい。 

 

○  １月７日（月）ハイビジョン特集「ビデオ日記 地球最北の家族～日本人イヌイッ

ト親子三代～」を視聴した。グリーンランドに移住した日本人一家の物語で、毎日狩

りに出て、自給自足の生活をしている。興味を持ったのは食事で、子どものときから

肉食ばかりで、果物と野菜を食べるのは年２回という。人間は、本来狩猟民族だった

が、農耕民族になって初めて糖尿病などの生活習慣病が出てきたという理論があるが、

その根拠になっているのがイヌイットの生活ということもあり、非常に興味深く視聴

した。 

 

○  １月１４日(月)のＳＯＮＧＳ「“時代”～中島みゆき～」がよかった。「ＳＯＮＧＳ」

は特定の歌手をテーマにその人の曲をいくつかを紹介するケースが多いと思うが、今

回は作品を切り口にしており、新鮮だった。昭和５０年の発表以来、今も歌い継がれ、

人々を感動させている「時代」を本人のデビュー間もないころ、平成５年、平成２２

年の３バージョンで紹介したほか、カバーした薬師丸ひろ子さん、一青窈さん、八神

純子さんも魅力を語っていた。プロだけではなく、番組冒頭には卒業式で「時代」を

歌った宮崎市の小松台小学校合唱部、途中には、東日本大震災の復興支援コンサート

を各地で続けている岩手県立不来方高校音楽部が「時代」を披露して、被災者を励ま

してきたエピソードも織り込まれ、社会性も併せ持った番組になっていた。 
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○  ３月１８日（月）、１９日（火）、２１日（木）、２２日（金）に香川県で放送し

ているゆう６香川「せとうち再発見スペシャル」を視聴した。女優の南果歩さんや、

瀬戸内国際芸術祭 2013 の総合ディレクター・北川フラムさんらが出演し、芸術祭と

のかかわりや活動について聞きながら、周辺の作品や瀬戸内の風景をうまく溶け込ま

せて紹介していておもしろかった。「ゆう６香川」はニュース番組なので、紹介のし

かたが難しい部分もあるが、早い段階で島の情報や作品、取り組む人々の心意気など

をうまくまとめて、四国や全国に向けて発信する番組を作り、瀬戸内国際芸術祭の盛

り上げに貢献してほしい。 

 

○   ３月３１日（日）のＮＨＫスペシャル「魂の旋律～音を失った作曲家～」がすばら

しかった。作曲家・佐村河内守さんは、原因不明の病気で両耳の聴力を完全に失いな

がらも交響曲を書き上げた。常に偏頭痛に苦しみ、耳鳴りと戦いながら、２０種類以

上もの旋律やリズムを頭の中だけで重ねていく。前半部分では、佐村河内さんの作曲

活動の様子を映像で見せていた。カーテンに閉ざされた部屋の中でサングラスをかけ

て、のたうち回りながら曲を作っている姿はすさまじいものがあった。後半は、東日

本大震災の被災者のために作曲したピアノ曲『レクイエム』の制作過程の様子や、被

災地を訪ねて母親をなくした少女との交流を描いており、佐村河内さんの日々の辛い

生活だけではなく、優しさを感じさせた。佐村河内さんは挫折しそうになったことが

あったそうだが、右手を失ったバイオリン弾きの少女との出会いがあり、彼女を指導

するようになってから落ち着いて仕事ができるようになったという。この番組は「魂

の旋律」というタイトルどおり、内容も衝撃の連続だったが、２人の少女との交流が

さわやかで、深い感動を与えてくれた。 

 

○  ４月５日（金）新日本風土記「伊勢」を視聴した。新日本風土記は、日本人が大切

にしてきたものを見つめ、忘れていたものを思い出させる番組で、よく見ている。「伊

勢」という独特の風土、そこで暮らす人々、日本人が大切にしていた思いを生き生き

と描いており好感が持てた。 

 

○  ４月６日(土)にスタートした、ＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「アン

トニオ猪木×天野篤～命をつなぐ道、魂を燃やす道」を視聴した。異なる分野であっ

ても、プロであれば発言や行動は同じであり、自分の経験に裏打ちされたプロの視線

での発言をたくさん聞くことができ、興味深い。今後も楽しみにしている。 

 

○  ４月１２日(金)の四国羅針盤「“ゆるキャラ”がめざすもの～地域に何をもたらす

のか？～」を視聴した。「ゆるキャラ」が地域に何をもたらすのか興味があったのだ

が、今人気の愛媛県今治市のキャラクター「バリィさん」がどのように生まれて、人
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気が出たのか非常によく分かった。限られた予算の中でソーシャルネットワークを活

用したキャラクターの売り出し方が非常に興味深かった。また「ゆるキャラ」は、そ

の経済効果に注目が集まりがちだが、献血の参加を呼びかけたり、大学生を「ゆるキ

ャラ」の活動に参加させることで地元への意識を高めたりするなど、“地域を大切に

する心を育てる”という役割も非常に重要だと感じた。 

 

○  ４月１３日（土）の大沢たかお 神秘の北極圏～光と闇の旅～「第１夜 奇跡のオ

ーロラ大爆発」（ＢＳプレミアム 前 9:00～10:59）は、すばらしかった。夜空一面

を覆い尽くすオーロラを求めて、極寒のカナダのツンドラ地帯を冒険する旅を堪能し

た。実際に自分たちが行くことのできない、未知の世界を見せてくれるこうした番組

を、今後も制作してほしい。 

 

○  ４月１４日（日）サキドリ！「バリア“アリー”で介護に革命！」で、山口県のデ

イサービスセンターで始まった試みを紹介していた。手厚いサポートをしすぎると、

高齢者の自立のさまたげになるという考えのもと、自分のことは自分で行い、人間ら

しく生きることで体と心と生活をよくしていこうという取り組みだ。恋愛や結婚など、

施設の中では当たり前にあることが、社会の中ではまだまだ当たり前でない。「高齢

社会」がどちらかというと重く捉えられている。１０年後２０年後、さらに高齢社会

になったときに体も心も行動も自由な社会にしていかなければならない。高齢化社会

の先進地、四国で、こうした高齢者の生活をひとつひとつ取り上げてもらえたら、社

会的に進めていくべき課題が少しずつ明らかになっていくのではないだろうか。 

 

○  ４月１４日（日）の日曜美術館「宇宙の器 器の宇宙～陶芸家・河井寛次郎～」を

視聴した。日曜美術館は、芸術家を取り上げたときに、専門家や研究者が核心を得た

解説をしていて、非常に参考になる。今回は河井寛次郎が最後に作った作品が発見さ

れ、それが１０センチの球体だったと紹介していた。芸術は自力だけではできない、

特に陶芸は自然の力に任せるところが大きく、行き着くところは球体だという哲学的

な解説と作品を見ることができて、とても勉強になった。 

 

○ 毎週土曜日にＢＳプレミアムで放送しているスペシャル時代劇「大岡越前」は、以前

民放で放送したドラマのリメイクだと思うが、見ているとほっとして楽しいので、放

送してもらい、ありがたい。 

 

○  連続テレビ小説「純と愛」は従来の「連続テレビ小説」とやや違った演出で、若者

向けのドラマだと思っていたが、回を経るごとに徐々に引き込まれていった。主人公

の純は、他人の幸せを望みながら自分が嫌われ役を買って出て、失敗しても強い精神
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力や家族愛で乗り越えていく。失敗してもがんばろうと力づけられるようなドラマだ

った。「連続テレビ小説」ではほとんどのドラマがハッピーエンドだと思うが、「純

と愛」は視聴者の想像力にまかせるという余韻のあるエンディングで、すばらしいド

ラマだった。 

 

○  「プロジェクトＸ 挑戦者たち」はテーマ曲と内容が非常に合っていて、人気を博

した。その後継番組である「プロフェッショナル 仕事の流儀」は、「プロジェクト

Ｘ 挑戦者たち」ほど番組の認知度は高くないように感じる。しかし、「プロフェッ

ショナル 仕事の流儀」で使用されている Kokua が演奏する番組主題歌「Progress」

は親近感のある歌詞で、若い人にも人気のある曲のようだ。「プロフェッショナル 

仕事の流儀」も見応えがあり、毎回興味深く見ているが、プロフェッショナルという

「もう出来上がった人物像」を描くというよりは、「こだわりを持ち続ける人の美し

さ」をとらえた“現在進行形”の魅力を描く番組なので、番組タイトルは、番組主題

歌の曲名と同じ「プログレス」の方が、親近感が増すように思った。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「ＴＨＥ ＮＥＸＴ ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ 巨大地震」に大変期

待している。引きつづき、それぞれの分野の最新の研究をうまくまとめて紹介しても

らいたい。 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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