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平成２７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、１６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、前回の審議会での答申を受け「平成２７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２７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、ドキュメント

しこく「“瀬戸の花嫁”たちはいま～香川・沖ノ島～」を含め、放送番組一般について

活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  大塚 岩男 （（株）伊予銀行頭取） 

副委員長  松井  忍   （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員  新井 裕史 （四国電力常務取締役） 

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（株式会社あわわ会長） 

田坂 實   （越智今治農業協同組合 経営管理委員会会長） 
真弓 絵里子（介護老人保健施設「まゆみの里」施設長） 

 森本 道義 （日本青年会議所四国地区高知ブロック協議会直前会長） 
 

 

（主な発言） 

＜ドキュメントしこく「“瀬戸の花嫁”たちはいま～香川・沖ノ島～」 

（総合 ２月２０日(金)）について＞ 

 

○  周囲約２．８ｋｍの瀬戸内海に浮かぶ小島、香川県沖ノ島は、歌謡曲「瀬戸の花嫁」

に歌われたように、昭和４０年代から５０年代にかけて、県内外から多くの花嫁たち

が嫁いできた島だという。番組冒頭の、花嫁が婚礼衣装をまとい渡し船で嫁入りする

当時の映像で、昭和の頃に思いをはせることができた。地元・香川でも知る人が少な

いこの島の、２２世帯５７人がどのように暮らしているのかに、まず興味をひかれた。

新年会で魚を鉄板で焼く光景は瀬戸内の島ならではと思ったし、年齢を重ねた瀬戸の

花嫁が男たちの注ぐ日本酒を受ける様子からは、島で生きてきたたくましさを感じる

ことができた。また、島で も若い瀬戸の花嫁で、３０年ほど前に小豆島から嫁いで

きた島本佳子さんが、手慣れた様子で船を操縦して仕事に向かう姿も印象的だった。
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結婚するまで魚に触れたことがなかったという島本徳子さんが、手際よくシタビラメ

を処理したり、ナマコをとったりする姿からは、３０年の島での歳月の重みが伝わり、

感慨深かった。番組では、主に徳子さんと九冨三代子さんとの瀬戸の花嫁どうしの交

流を通して、家事や子育て、親の介護や息子夫婦との関係など、時々の悩みや苦労を

互いに励まし合い、助け合いながら生きている姿が丁寧に描き出されていた。島民ど

うし家族のような関係で、うれしいことは皆で祝いつらいことは共に乗り越える、古

きよき時代の日本が、小さな島に今も残っていることがしっかりと伝わってきた。年

配の視聴者は懐かしさや共感を抱いただろうし、若い世代は、自分たちがいかに自由

で恵まれた時代を生きているのかと、感じたのではないだろうか。また、島の過疎化

や介護の問題、嫁しゅうとめの関係などについて、いろいろと考えさせられる番組で

もあった。映像的には、シーンの変わり目で使われていたスイセンや、オレンジ色が

美しいベニバナによって、季節感がうまく表現されていた。船が行き交う港の様子も

風情が感じられよかった。保里小百合アナウンサーの優しい透明感のあるナレーショ

ンも、島の雰囲気に合っていたと思う。２月１１日に全国放送された同じテーマの番

組「にっぽん紀行」には、はじめ「結婚式は挙げない」と言っていた徳子さんの息子

の妻が、「花嫁衣装を着て写真だけでも撮ろう」と写真館に足を運ぶ場面があった。

徳子さんや友人の瀬戸の花嫁たちの優しさに触れ、心を動かされたのだろうと思えた

印象的なシーンだったので、「ドキュメントしこく」にその場面がないのは残念だっ

た。 

 

○  ３０～４０年前に渡し船で沖ノ島に嫁いできた瀬戸の花嫁が、島の住民から盛大に

祝福され仲間として迎え入れられた喜びを糧に、同じ境遇の花嫁たちと深い関係を築

き、助け合って暮らす姿が丁寧に描かれていた。母親の介護に追われる九冨三代子さ

んと彼女を気遣う友人の島本徳子さんとの親密なやり取りからうかがえる信頼関係

や、徳子さんの息子の結婚を祝福する花嫁たちの思いやりなど、心温まるシーンが多

くとてもよい番組だった。全国放送の番組「にっぽん紀行」では、結婚式に対する思

いが違う、徳子さんと息子の妻とが互いに歩み寄る姿に焦点が当たっていた。それに

対しこの「ドキュメントしこく」では、さまざまな瀬戸の花嫁たちの人生が描かれて

いて、島での暮らしが理解しやすくなっていてよかった。 

 

○  番組冒頭、瀬戸の花嫁が渡し船に乗って嫁いでくる当時の映像や、「瀬戸の花嫁」

の歌を皆で歌う場面に、温かい気持ちになった。番組では、４人の瀬戸の花嫁たちの

暮らしぶりが丁寧に紹介されていた。その中で「苦労もしたが、子育てを終え夫婦で

暮らす今が一番幸せ」という九冨希素子さんのことばが特に印象に残った。過去には

さまざまなつらいこともあっただろうが、番組ではあえてその苦労に触れていない。

今の暮らしの中で花嫁どうし励まし合い、喜びを分かち合って前向きに生きる姿を描
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いたことで、彼女たちが島に嫁いで本当によかったと思っていることが伝わってきた。

また、島の女性だけに焦点を当てたことで、友情の深さや結束力がより深く伝わった

と思う。ただ、島本徳子さんが息子夫婦に、渡し舟に乗った花嫁姿の自分の写真を見

せる場面では、息子の妻にも同じように船に乗ってほしいのか、ただ結婚式を挙げて

ほしいだけなのかわかりにくかった。平成に入ってから瀬戸の花嫁は現れていないと

いう。沖ノ島の過疎化の心配もある。島から出ていった花嫁たちの子や孫が戻り、島

が元気になることを願いたい。 

 

○  ３０年ほど前に瀬戸の花嫁として沖ノ島に渡った女性たちの日常が、飾り気なく描

かれていた。それぞれ苦労もあるだろうが、それを感じさせない花嫁たちの明るさが

印象的だった。ただ、平成になってから瀬戸の花嫁が１人もいないことについては、

「私たちの世代でおしまい」という女性のことばがあっただけだった。島民の平均年

齢が上がっているだろうとは想像できるが、島に２２世帯５７人が暮らすことに加え、

時代を経て年齢構成がどう変わったのかなど、過疎化の現実についてもう少し詳しく

教えてほしかった。また、「この島では島の外から花嫁を迎えてきた」とナレーショ

ンしていたが、島で育ち島で結婚した女性はいるのか、島から嫁いでいった女性は「瀬

戸の花嫁」と呼ばないのかなどいくつか疑問が残った。花嫁どうしが深くつながり、

明るく生きる姿を描こうとした制作者の思いは伝わってきたが、外から嫁いだ瀬戸の

花嫁ならではの友情や仲間意識がある、という番組の語り口には疑問を感じた。女性

どうしの連帯が根底にあることで、地域住民のつながりが成立している場所は数多く

あると思う。瀬戸の花嫁だからというより、日々の暮らしの中で女性たちの深い友情

が育まれた、という視点で番組にしたほうがよかったのではないかと感じた。 

 

○  香川県の小さな島、沖ノ島へ嫁いだ女性たちが、過疎と高齢化が進む中、 新の通

信機器も使いこなしながら明るく暮らす姿を描いた、生活感あふれるドキュメンタリ

ーだった。小豆島の隣にある沖ノ島に、昭和４７年に大ヒットした「瀬戸の花嫁」に

歌われたような女性が暮らしていると知らなかったので、新鮮な気持ちで番組に見入

った。島の外から嫁いだ女性は今１７人いるが、平成に入ってからは１人もいないと

いう。時代の変遷を感じた。また、船を操り小豆島にヘルパーの仕事に通うなど、還

暦前後になってもたくましく生きる女性たちの姿には感銘を受けた。島ならではの干

物作りが紹介される一方、彼女たちが通信アプリでやり取りしたり息子夫婦に動画を

送る様子は現代的で、その対比もおもしろかった。シーンの切り替わりの、瀬戸内海

の夕暮れや美しい花々、海辺のカモメなどの映像は叙情的で、島の暮らしに思いをは

せるのに効果的だった。 

 

○  歌謡曲「瀬戸の花嫁」のように、瀬戸内の沖ノ島に嫁いだ花嫁たちの今を伝える番
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組で、女性たちの同世代として興味深く視聴した。番組冒頭で象徴的に使われた、舟

での嫁入りの映像から、その頃の様子をしのぶことができた。沖ノ島の、周囲２．８

キロに２２世帯５７人が暮らすという規模は、普通の町の自治会に相当すると思う。

それだけに、番組で描かれた高齢化や親の介護といった問題も身近なものとして受け

止めることができた。また、新年会などの様子も紹介されていたが、島の人たちはカ

メラの前でも自然体で、画面から生活感を感じることができたし、島の人のつながり

も上手に紹介されていたと思う。保里アナウンサーのナレーションもとても聞き取り

やすかった。番組では主に、島に嫁いで３０年ほどになる、この島 後の瀬戸の花嫁

たちの暮らしを見つめていた。これについては、４０年以上前「瀬戸の花嫁」がヒッ

トしたとき島に嫁いできた、もうひと世代前の花嫁たちも取り上げてほしいと思った。

パソコンやスマートフォンにはなじみが薄いだろう彼女たちが、島でどんな暮らしを

してどのようにコミュニケーションをとっているのかも知りたかった。また、男性の

ほとんどが漁師という沖ノ島の漁業についてや、平成になって１人も瀬戸の花嫁が現

れていない現状については、もう少し詳しく触れてほしかった。映像について、上空

からの全景は島の様子が分かってよかったが、冒頭の舟からの映像は逆光で島が暗く

映り、番組自体に暗い印象を持ってしまったのが残念だった。 

 

○  ３０年ほど前に瀬戸の花嫁として沖ノ島に嫁いで来た女性たちの今の暮らしや、彼

女たちが深い絆で結ばれていることがよくわかった。小さいコミュニティーの中で、

同じように年を重ねながら互いを理解し、悩みや喜びを分かち合える関係はとても貴

重だと感じた。九冨三代子さんの「ひとりになったら生きていけない」ということば

には実感がこもっており、つながりがあるからこそ得られる幸福感や充実感に改めて

気づかされた。ただ、瀬戸の花嫁どうしのつながりがなぜ必要で、絆がどのように育

まれていったのか、また新人の花嫁に先輩たちはどう対応していたのかなどについて

は、より詳しく知りたかった。花嫁たちの現状は理解できたが、その姿を通じて番組

で何を伝えたいのかわからなかったのは残念だった。瀬戸の花嫁だからこその苦悩や

葛藤があったのか、あるとすればどう乗り越えてきたのか、また平成になって瀬戸の

花嫁が現れないことへの思いなど、もっと深く堀り下げてほしいと思った。それもあ

って、島本徳子さんが息子夫婦に、自分の婚礼写真を見せながら思いを語る場面では、 

瀬戸の花嫁へのこだわりというより、息子夫婦が結婚式を挙げないことを残念に思っ

ているように感じてしまった。 

 

○  「“瀬戸の花嫁”たちはいま」というタイトルを見ただけで懐かしい気持ちになり、

期待が膨らんだ。導入部で「瀬戸の花嫁」の曲が流れるあたりまでは興味津々で見入

った。ただ全体を見終えた後は、ストーリーにもうひとひねりあればよかったと感じ

た。歌謡曲「瀬戸の花嫁」が大ヒットした昭和４０年代前後に、島に渡った花嫁たち
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は今還暦にさしかかっており、番組では数十年あまりの間支え合ってきたその絆が描

かれていた。島本徳子さんは新年の挨拶に帰省した息子夫婦に、自分の花嫁姿の写真

を見せて結婚式を勧めるが、息子の妻は恥ずかしいからと断ってしまう。その後若夫

婦は、徳子さんと仲間の花嫁たちの思いを受けて結婚式を挙げ、現代版の瀬戸の花嫁

が見られるのだろうと期待したが、結局そうした展開にはならなかった。そううまく

はいかないだろうとも思うが、番組を見終わってさびしさが残ってしまった。「ドキ

ュメントしこく」が番組テーマに掲げている「明日への元気が湧いてくる」話ではな

いと感じた。ささやかでももう少し感動できる部分があればよかったと思う。 

 

○  昭和４０年代は団塊の世代が結婚ラッシュの頃で、当時を思い出しながら視聴した。

小さな地域社会に溶け込んだその頃の結婚式の様子に、日本の地方のひとつの原風景

を見た気分になった。外から花嫁を招くのは人口の少ない島の知恵だと思う。ただ小

さな島ならではの濃密な人間関係があり、花嫁にはさまざまな葛藤があっただろうと

想像できる。そのあたりはもっと詳しく描いてほしかった。島本徳子さんの息子夫婦

が新年の挨拶にやってきたシーンでは、結婚式を挙げていない息子夫婦と、高校を卒

業してすぐ嫁いだ徳子さん夫婦とをひき比べながら見た。息子の妻は徳子さんが式を

勧めてもあっさり断ったり、一緒に挨拶回りに行っても急いで帰ってしまったりと、

世代の違いが象徴的に表れていて興味深かった。徳子さんとの会話ではあっさりして

いた息子の妻が、メールには丁寧な文章を返している様子は、現代ならではのコミュ

ニケーションだと感じた。自分の親と自分たち、さらに子どもの世代との感覚の違い

を身近に思い起こしながら、苦笑しつつ視聴した。沖ノ島の瀬戸の花嫁は昭和５０年

代が 後で、それ以降現れていないという。島は先行して過疎が進んでいる地域であ

り、日本の人口減少や高齢化という問題についても改めて考えさせられた番組だった。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

 番組では、瀬戸の花嫁として嫁いできた女性たちを通して、つらい

時は助け合いうれしい時は喜びあう関係の大切さや、一生つきあって

いきたい人がいる尊さを伝えたかった。２２世帯５７人の沖ノ島は本

当に小さな集落で、ちょっとしたことがすぐ島中の話題になってしま

う。ある意味よそ者の制作スタッフがどうやって島に溶け込み人々の

自然な姿を撮影できるか、そこに一番気をつかった。２週間島の空き

家に泊まり込んで、まる１日かけて島の一人一人に撮影について説明

したことで、その後少しずつ信頼関係を築くことができた。今回、沖

ノ島の瀬戸の花嫁たちについて、この「ドキュメントしこく」と全国

放送の「にっぽん紀行」の２つの番組を制作した。「にっぽん紀行」
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では世代によって違う結婚観に注目し、島本徳子さんと息子夫婦との

関係を中心に番組を構成した。一方この「ドキュメントしこく」では、

瀬戸の花嫁たちが今どんな暮らしをしているかに焦点を当て、彼女た

ちが島で過ごした数十年の歳月の重みを伝えたいと思い制作した。 

「瀬戸の花嫁」ということばと歌の持つ強烈なイメージを出発点に

この番組を制作した。制作当初は、３０年前、４０年前に沖ノ島に渡

った瀬戸の花嫁たちが、今どのように暮らしているのかしっかり描き

出そうと考えていた。しかし実際に取材を始めると、淡々とした日常

が流れているだけで、特別なことが起きるわけではなかった。若いデ

ィレクターはかなり戸惑ったと思うが、小さな島にロケクルーで寝泊

まりしながら撮影するうち、徐々に人々との信頼関係を築いていった。

２つの番組について、「にっぽん紀行」では瀬戸の花嫁世代と若い世

代との結婚観の違いを浮き彫りにし、「ドキュメントしこく」では島

に渡った花嫁たちの今を見つめる、というスタンスで制作した。どっ

ちが心に残るか、視聴者それぞれに意見があると思う。ただどちらの

番組についても、大ヒット曲「瀬戸の花嫁」が流れれば、視聴者はタ

イムマシンに乗ったかのように当時に思いをはせることができると考

えていた。もっと島と人々の３０年間を丹念に振り返ることができれ

ば、視聴者もこの３０年をどう過ごしてきたか考えてもらえる番組に

できた可能性がある。そうなれば、より共感してもらえる番組になっ

たと思う。 

 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月７日(水)から放送された１００分ｄｅ名著「茶碗（わん）に満ちる人の心」（全

４回）がとても勉強になった。明治の思想家・岡倉天心が著した「茶の本」を取り上

げ、茶には老荘思想と禅をミックスした日本独自の哲学があり、ささやかなものに無

限の真理を見出していると紹介していた。こうした茶の哲学について知っていれば、

外国の人に日本の文化を紹介する時、より深い説明ができるだろうと思った。 

 

○  １月２４日(土)の戦後史証言プロジェクト 第７回「昭和の虚無を駆けぬける 三

島由紀夫」(Ｅテレ 後 11:00～２５日(日)前 0:29.30)には衝撃を受けた。三島由紀夫

がなぜ割腹自殺をはかったのかこれまで疑問に思っていた。戦後の高度経済成長時代

に日本の古い歴史や文化の価値が失われたと感じた三島が、虚無の世界に生きている
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ような感覚を持っていたことが、わかりやすく解説され納得できた。また、三島と交

流があったドナルド・キーンさんのことばも印象に残った。日本文化について語り続

けてきた大家の貴重な発言として、戦後史の名場面ともいえるだろうと感銘を受けた。 

 

○  ２月２５日(水)のクローズアップ現代「“休眠資格”が在宅ケアを変える」は、在

宅ケアの需要が高まるなか大きな問題となっている、ケアを担う専門職の人材確保に

ついて報告していた。この問題で注目されているのが、資格を持ちながら就労してい

ない休眠資格者だ。看護師７１万人、歯科衛生士１４万人、理学療法士３万人がいる

というが、そのおよそ７割が、条件が合えば再び働きたいと考えているという。この

「眠れる宝」をどう掘り起していくか、自治体や民間施設、医師会などのさまざまな

取り組みが紹介されていた。看護師の場合、ブランクによる技術の低下や在宅看護の

知識不足を補うため、在宅ケアの体験学習を行ったり、復職後３年間は先輩看護師の

指導を受けるという。また新潟県上越市では、就労していなかった歯科衛生士による

訪問口腔ケアが成果を上げているといい、どちらにも大変感心した。在宅ケアには、

育児や家事のためフルタイムで働けない人も、調整しだいで参加しやすいメリットが

ある。育児や介護の経験と知恵が、利用者や家族とのよいコミュニケーションや質の

高いケアにつながるという指摘に、もうなずかされた。医療現場の人材不足は深刻な

問題で、休眠資格者が１人でも多く就労できることを願っている。 

 

○  ２月２５日(水)の「女優 満島ひかり まだ見ぬ世界へ～シェークスピアに挑む

～」(ＢＳプレミアム 後 10:00～10:59) は、今 も注目を集める女優の１人、満島

ひかりさんが初めてシェークスピアの劇に挑む様子を追ったドキュメンタリーだっ

た。およそひと月の舞台稽古に密着するなか、満島さんは演出の蜷川幸雄さんからダ

メ出しをされる。しかしその後しなやかに演技を変容させ成長していく様子から、彼

女の魅力がよく伝わってきた。初めて共演した弟の満島真之介さんが、経験の浅さも

あってうまく対応できずに悩むシーンでは、見守ってきた満島さんが 後に踏み込ん

だアドバイスをする。姉弟の絆がきちんと描かれ彼女の魅力もよくわかった。ただ、

弟とのエピソードが番組後半の多くを占め、スランプに陥った満島さんが重圧や葛藤

の中で何を考えどう演じるかのほうが知りたかったので、少し残念だった。番組の

後、舞台初日を終えた満島さんが「まだ満足していない」と話していたが、何が満足

できなくてどう変わっていきたいのかインタビューがあれば、番組の焦点が彼女にし

っかりと当たってよかったと思う。 

 

○  ３月４日(水)の「名曲アルバム」は、香川県・金刀比羅宮が舞台の民謡「金毘羅（こ

んぴら）船々」だった。お座敷遊びの曲としても知られる「金毘羅船々」が、フルオ

ーケストラに三味線や鼓、お囃子を組み合わせて、荘厳なスケールで演奏されていた。
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今までにない迫力と新鮮さがあってとても感動した。曲に合わせて金刀比羅宮の歴史

などもわかりやすく説明されよかった。また、金刀比羅宮を訪れた与謝蕪村や小林一

茶など、名だたる俳人の句が刻まれた石碑も映像で紹介され印象に残った。こんぴら

さんの本宮まで 785 段ある階段を年間 400 万人が登るという。この番組で訪れる人が

また増えるだろうと感じた。 

 

○  ３月６日(金)の四国羅針盤スペシャル「巨大地震への備え 新たな壁は乗り越えら

れるか」(総合 後 7:30～8:43 四国ブロック) は、四国全局の記者とアナウンサーが

参加し、各局からのリポートに基づく４つのテーマで構成されていた。巨大地震によ

る土砂崩れに注目した松山局のリポートからは、東日本大震災後、津波ばかりが言及

されているが、四国では地震で土砂崩れが発生する可能性が高く、その対策も差し迫

った課題であると初めて知った。道路の寸断で孤立した地域に助けが来るのに、１０

日もかかるおそれがあるという報告は衝撃的で、万一に備えた情報通信手段を日頃か

ら考えておく必要があると感じた。また高松と高知をつなぐ国道３２号線は、８割が

トンネルになっているというが、それは土砂崩れで不通になるのを防ぐためだという。

驚くとともに大変感心した。高知からの報告では、避難場所に指定されている小学校

や幼稚園が、国の新たな想定では津波の被害を受けることになるという。高知の被災

前の高台移転については、これまでもさまざまな番組でとりあげていたが、子どもの

命はもちろん多くの人命を守るため、高台移転は差し迫った課題であると痛感した。

また、被災前の移転をスムーズに進めることのできない南海トラフ地震対策特別措置

法は、やはり改正の必要があると感じた。徳島局のリポートでは、被災前から被災後

の町づくりを想定して動き出すことが重要であると訴えていた。特にリーダーシップ

をとる人が大事で、多くの人の意見を聞いた上で、皆が納得する答えをあらかじめ出

しておくことが大切だという指摘は納得できた。高松局からは、南海トラフ巨大地震

で、四国で も被害が少ないと想定される香川県が、国と連携して広域支援の拠点と

なる必要があることが報告された。ただ、他県の住民が「いざという時は香川県に助

けてもらえばいい」と考えるのは無責任に思う。香川県が水不足の時には高知県民が

先陣を切って応援するなど、日頃から信頼関係を作っておくことが大切だと思った。

支援は当たり前のものではなく、相互に助け合う関係を築いていくことが、地域間だ

けでなく個人や国家の間でも大事だと改めて感じた。 

 

○  ３月７日(土)のいつか来る日のために「証言記録スペシャル 命を守る避難とは」

(総合 後 5:00～5:44) は、東日本大震災から４年を迎えた被災地を改めて見つめた

番組だった。震災当日、防災無線が鳴らず人々が津波に飲み込まれ、車で高台を目指

した人が渋滞に遭い逃げそびれる、避難した場所が津波に襲われる、といった予想を

超える事態が次々と起こっていた。あの日人々が何を考えどう行動して生き延びたの
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かしっかり検証して、次に来る大震災に備えることは大変重要だと感じた。また、証

言をリアルなＣＧで再現した映像を見て、改めて地震の怖さを思い知らされた。命を

守るため大切な情報伝達や避難の方法、避難計画の重要性などについて、防災研究者

の矢守克也さんが避難の手段やルールを具体的に紹介していた。自分自身の避難につ

いても真剣に考えることができた。被災地の復興支援に尽力しているタレントのサヘ

ル・ローズさんは、被災した子どもたちの様子や復興への強い思い、備えることの大

切さを訴えていた。命を守るためには地震への備えはもちろん、諦めない心を持ち自

分で判断する力を磨くことがとても重要だと感じた。 

 

○  ３月８日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「エチオピア高山地帯 密着！

幻のオオカミ」は、世界にわずか 500 匹しかおらず絶滅危惧種に指定されているエチ

オピアンウルフを取り上げていた。番組では、標高 3,500 メートルのエチオピアの高

山地帯に暮らす群れに密着し、子育てや獲物をとらえる様子など貴重な映像が盛りだ

くさんで紹介された。厳しい環境で必要な進化を遂げ、食物連鎖の中で懸命に生き、

命をつないできたことがよくわかった。ただ、あるエチオピアンウルフが狩りができ

ない年齢に達した時、群れはどう対応するかについては知りたいと思った。また、ど

のような機材を使って撮影しているのかにも興味をひかれた。ヒゲじいの質問を交え

た進行や撮影できない地中の様子を紹介する図などわかりやすい構成だったし、首藤

奈知子アナウンサーのナレーションも明快だった。絶滅した種や絶滅が危惧されてい

る動物は数多くいるが、その原因の多くは人間によるものだ。エチオピアンウルフも

放牧や農地の開拓で住みかを奪われていったという。そうした人間の傲慢さにも気づ

かせてくれる番組であり、自然との共生について考えさせられた。 

 

○  ３月１３日(金)の四国羅針盤「増える献体～“死の現場”で何が～」は、献体を通

して、地方で人口減少と高齢化が進む問題を浮き彫りにした、すばらしい着眼点の啓

発的な社会派番組だった。番組は、医学生の解剖実習に使われる献体が 2000 年代に

なって増えているという、ほとんど知られていない事実を報告して、遺体に対する社

会の意識や死生観の変化を明らかにしていた。身内がそばにいない高齢者が「終活」

として献体をする実態があり、その背景に、献体すると遺骨を大学の納骨堂に納める

ことができるという事情があるのにもうなずかされた。番組では、献体に同意した高

齢者が複数紹介されたが、さまざまな事情を抱える人をよく探し出し取材したと感心

した。ＮＨＫによる献体登録者へのアンケートも労作で、234 人から回答が寄せられ

たという。献体登録者の意向を把握する上で説得力があった。著名な宗教学者の島田

裕巳さんをゲストに招いたのも、番組に幅を持たせる上でよかったと思う。 

 

○  ３月１４日(土)の「浅田真央 被災地への旅」(総合 後 8:00～8:43) は、休養中の
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フィギュアスケート選手、浅田真央さんが石巻市や陸前高田市など東日本大震災の被

災地４か所を回り、子供たちにスケートを教えるなど現地で交流する様子を追った番

組だった。浅田選手が出会った中学生の女の子は、ずっとスケートに打ち込んでいた

が、被災した後は続けるかどうか悩んでいた。浅田選手は親身になってアドバイスす

る中で、自らが抱える複雑な心境も打ち明けていた。「自分も悩んでいて、やり切っ

たって思えたら辞めても後悔しないのではないか」、「どんな形になっても多くの人

たちのためにスケートを滑っていけたらいい」と話すそのことばは、まさに本音で語

りかけていると感じた。浅田選手の今後について心配している人も多いだろうが、彼

女が今回、心を開いて悩みも打ち明けたのは、取材者との信頼関係が築かれていたか

らだと思う。ＮＨＫならではの取材だと感じた。 

 

○  ３月１５日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「スクープ特集 仰天！スゴ

腕のハンターたち」は、ハシビロコウ、ハナカマキリ、ハチクマの驚くべき狩りの技

を紹介していた。花にそっくりの姿のハナカマキリはフェロモンを出してミツバチを

おびき寄せ、タカの仲間のハチクマはスズメバチの攻撃を弱める物質を出すなど、生

きものの神秘的な生態がとてもおもしろかった。この番組は毎週楽しみにしており、

今後もさまざまな生きもののユニークな営みを紹介していってほしい。 

 

○  ＮＨＫニュース おはよう日本の「まちかど情報室」は、暮らしに役立つ便利なグ

ッズを紹介する有益なコーナーだと思う。ただ、女性アナウンサー２人がかけあいで

おもしろくしようとしているのか、少しふざけすぎるのが気になっている。朝のニュ

ースにそぐわないと思うし、ニュース番組で無理に笑わせようとしなくてもよいと思

う。 

 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２７年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、１６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２７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２７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、ひるブラ「洋館で、ステキな思い

出を！～愛媛・松山市～」について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  大塚 岩男 （（株）伊予銀行頭取） 

副委員長  松井  忍   （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員  新井 裕史 （四国電力常務取締役） 

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（株式会社あわわ会長） 

宅間 一之 （高知県立歴史民俗資料館顧問） 

田坂 實   （越智今治農業協同組合 経営管理委員会会長） 

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直前会長） 
 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２７年度四国地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○  Ｅテレの教育番組について、全国統一で同じ番組を放送するだけでなく、地方ごとに地域と向

きあった番組を放送する枠を設けてほしい。すべての地域で同じ教育を行うほかに、地域に応じ

た教育も考える必要があると思うからだ。四国では少子高齢化が進んでいるが、四国の子どもた

ちと向き合い、彼らがこれから何を大切にしていくべきか、深く考える機会となるような番組を

放送してほしい。 

 

○  南海トラフ巨大地震や原子力発電所の事故にどう備えていったらいいのか考える番組を、引き

続き放送していってほしい。 
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○  今回の編集計画（案）で も特徴的なのは、戦後７０年をテーマに据えたことだと思う。戦後

７０年を経て、終戦直後の様子を知る人がほとんどいなくなっている。当時の四国の状況をでき

るだけ詳しく紹介することで、戦争について考えるきっかけとなるような番組を制作してほしい。 

 

○  戦後７０年の節目の年に、四国の戦後について取り上げる番組を非常に楽しみにしている。

「賢者は歴史に学ぶ」ということばがあるが、歴史を振り返ることはとても大切だと思う。現在、

日本は人口減少期に入り、地方創生が大きなテーマになっている。この機会に戦後四国の産業・

経済を振り返り、地域の歩みを見つめることは、今後の四国のために大切だと思う。 

 

○  2017 年には愛媛国体が開催される。四国の皆が国体に向けて盛り上がって行けるよう、放送

でもスポーツの分野を積極的に取り上げてほしいと思う。 

 

○  四国は過疎や人口減少、高齢化といった問題を抱えた地域であり、そうした課題を全国に先駆

けて解決できるような対策を番組で紹介してほしい。四国の活性化を促し、人々の暮らしがよく

なる一助となることを期待している。 

 

○  四国で制作した番組の中で、好評だったり高視聴率だった番組は全国で放送できる仕組みを設

けるなど、地域で取材した番組を全国の人が見られる機会を増やしてほしいと思う。 

 

○  南海トラフ巨大地震への備えについては、既に力を入れていると思うが、継続して

取り組んでほしい。また、徳島県は糖尿病による死亡率が全国１位と発表されており、

ぜひこの問題を掘り下げていってほしい。 

 

○  諮問された「平成２７年度四国地方向け地域放送番組編集計画（案）」については、

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

番組審議会として原案を可とする答申をしたい。 

 

○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側） 

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

３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 
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＜ひるブラ「洋館で、ステキな思い出を！～愛媛・松山市～」 

（総合 １月１４日(水)後 0:20～0:43）について＞ 

 

○  生中継番組ということで、何が起きるかワクワクしながら視聴した。大正時代に建

てられた松山市の洋館、萬翠荘は、特にその屋内が中世にタイムスリップしたかのよ

うに優美で魅力的だった。金で装飾されたシャンデリア、大理石のガス式の暖炉、ベ

ルギーから取り寄せた鏡、また美しい屋根を支える屋根裏と、どれも大変興味深かっ

た。建物を見学できるだけでなく、一般の人も借りることができて、コンサートや展

示会で使えるのはすばらしく、人気があるのも納得できた。中継現場のゲストだった

俳優の前川泰之さんは、途中でタキシードに着替えた姿がスマートで、洋館にとても

合っていてよい人選だったと思う。司会の安部みちこアナウンサーも一生懸命で好感

が持てた。その一方で、スタジオのコメンテーターのくわばたりえさんは、相づちを

打つ程度の感想ばかりだったのが残念だった。大正ロマンあふれる洋館に、もう少し

興味を持ってくれる人を選ぶべきだったと思う。また、カメラワークがやや不安定で、

画面が揺れていたり動きが速すぎることがあったのは気になった。特に、陶器の作品

がアップになる場面では、描かれている文字も見たかったのに画面が揺れて見にくく、

ステンドグラスのアップでも揺れが気になった。また、テロップの色が派手すぎると

感じた。 

 

○  萬翠荘の「謁見の間」でのクラシックのアンサンブルの演奏、「晩餐（さん）の間」

での陶芸作品の展示、階段の途中にある巨大なステンドグラスや、屋根裏部屋の探検、

迎賓室でのドレスアップなど見どころが多く、豪華な洋館の魅力を満喫できた。また、

萬翠荘で楽しむ地元の人の様子が丁寧に紹介されていたのもよかった。ただ、建物の

構造がわかるように１階と２階の平面図を提示してほしいと思ったし、中継で出演者

が行かなかった部屋がどのようになっているのかも気になった。番組開始直後に、遠

くから萬翠荘を映した場面で、建物のそばに中継車が映っていたのは残念だった。 

 

○  萬翠荘は国の重要文化財にも指定されているが、地元で暮らしていても、中がどの

ようになっているか知らなかったので、とても興味深く視聴した。番組冒頭、路面電

車が走る松山の町並みから振り込んでの萬翠荘の映像はとても美しく、この建物が松

山の中心部にあることもよくわかった。それぞれの部屋の魅力や装飾へのこだわりの

説明が丁寧だったのもよかった。特徴的な屋根の外観や、屋根裏を見学できることの

紹介にも興味をひかれた。一般の人が部屋を貸切り、演奏会や個展、写真撮影などが

できるのも意外で、萬翠荘にはさまざまな楽しみ方があることがわかった。ドレスア

ップした一般の人が迎賓室で写真を撮る場面で、タキシード姿で登場したゲストの前

川さんは、まさに「王子様」という雰囲気でとてもすてきだった。見学しただけでは
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わからない萬翠荘の魅力を知ることができたので、ぜひ訪ねてみたいと思ったが、ゲ

ストの前川さん、司会の安部アナウンサーとコメンテーターのくわばたさんの会話の

間が合わず、ちぐはぐしていたのは残念だった。また、玄関から入ってすぐの階段の

両側に、あかりに照らされていた場所が映っていたが、説明がなかったので何がある

のか気になった。 

 

○  「ひるブラ」はお昼どきにくつろいで見られる番組で楽しみにしていたが、今回は

萬翠荘についての説明が不十分で、大正時代に久松定謨伯爵の別邸として建てられた

という以外、いつ誰が建てたのかよくわからなかったのは残念だった。国の重要文化

財であることも紹介されたが、いつどんな理由で指定されたのかという基本的情報も、

解説やテロップできちんと伝えてほしいと思った。また松山市の中心部にあると説明

されたが、その時映し出された市街は人通りが少なく、市の中心が閑散としている印

象を与えてしまったのは残念だった。番組では、萬翠荘を一般市民が利用できること

に焦点を当て紹介していたが、登場した３つのグループの活動内容のバランスにやや

疑問を持った。音楽を演奏したり作品を展示することは、公共施設を有効に利用する

例として納得できたが、ドレスアップして写真撮影を楽しむ女性グループについては、

個人的な趣味に偏っているように思え、取り上げる比重も大きすぎるように感じた。

また、俳句をあしらった陶器の人形を紹介する場面で「松山らしく俳句とその作者の

種田山頭火の人形」とコメントしていたが、松山が種田山頭火の終焉（えん）の地で

あることを説明していれば、もっとしっかり作品の意図が伝わったと思う。出演者で、

萬翠荘の修復に関わった建築家の花岡直樹さんからは、専門家の視点で萬翠荘の特徴

ある屋根について詳しい説明をもっと聞きたいと思った。また、スタジオのくわばた

さんと現場にいる前川さん、安部アナウンサーの会話が重なりがちで、前川さんが下

を向いて話すのも気になった。 

 

○  松山城がある城山の山すそに立つ洋館、萬翠荘の魅力を生中継で分かりやすく伝え

た番組だった。前川さんと安部アナウンサーが「電車通りのそばにある」と立地を説

明したのはわかりやすかったが、市街の中心部にあることをアピールするなら、萬翠

荘が県庁のそばにあることも一言付け加えればさらによかったと思う。屋内の紹介で

は、謁見の間のベルギー製の鏡が高い位置にあるのは外光を十分に取り入れるため、

という説明に興味をひかれた。舞踏会や音楽会も開かれていたこの部屋を、今市民が

１日 2,080 円で借りられるという。萬翠荘への親しみを感じさせる情報だった。また、

シャンデリアなどの豪華な調度品や地元の人がドレスアップして写真撮影を楽しん

でいる様子は、女性の心をくすぐったと思う。こうした魅力的で楽しい話題に対して、

建築家による屋根裏の骨組みの説明は、番組のよいアクセントになっていたと思う。

大正時代の洋館にふさわしく、アンサンブルの演奏を取り入れた演出にも工夫を感じ
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た。その一方、種田山頭火の陶器の人形を紹介した場面では、流浪の俳人・山頭火が

松山で亡くなったことに触れた方が、展示の趣旨がしっかり伝わったと思う。 

 

○  萬翠荘の魅力がわかりやすく伝わってきた中継番組だった。ゲストの前川さん、コ

メンテーターのくわばたさん、司会の安部アナウンサー、それぞれが飾らない自分ら

しいことばで語る姿に好感を持った。光を拡散し部屋を広く明るく見せるための鏡、

グラデーションが施されたステンドグラス、美しく機能的な屋根のつくりなど、久松

伯爵がフランス留学で得たであろう、開明の空気が随所から伝わってきた。国の重要

文化財である萬翠荘が一般の人に開放され、音楽会などで楽しく利用されている様子

から、この建物が地域の文化振興にも役立っていることがよくわかった。まさに地域

が誇れる歴史的建造物だと思った。立地の紹介では、観光マップを使い町の他の見ど

ころについても伝えれば、松山を訪れたことのある人は、自分が行った場所と萬翠荘

を関連づけて身近に感じてくれるのではと思った。ところどころ映像がブレたりピン

トが合わず見づらい場面があったのは、生中継のためある程度仕方がないとは思うが、

残念だった。 

 

○  萬翠荘が近年、重要文化財となったことは知っていたが、いつ、どのような経緯で

指定されたかという説明がなかったのは残念だった。大正ロマンを味わえる人気のス

ポットとして、ゲストの前川さんと安部アナウンサーがみどころを紹介し、コメンテ

ーターのくわばたさんが合いの手を入れる展開は自然で、作り込んでいない生放送ら

しい親しみが感じられてよかった。これに対し、建物の利用者へのインタビューでは、

リハーサル通りにやろうとしたのか、コメントや動きがぎこちなかった。萬翠荘は旧

藩主の別邸らしく、皇族やＶＩＰももてなせるよう、デザインや構造から装飾品まで

すべてが贅（ぜい）を尽くしたもので、ここでの暮らしは庶民とはかけ離れたものだ

ったろうと思った。大正１１年の建築で３０万円ほどかかったというが、現在の値段

でどれくらいになるのか気になった。 

 

○  松山城のふもとにこのような洋館があるとは全く知らなかった。生放送のため多少

せわしない感じはあったが、限られた時間の中で、謁見の間、晩餐の間、大きなステ

ンドグラス、屋根や屋根裏、迎賓室とさまざまな紹介があり、建物としての魅力がよ

く理解できた。ただ、国の重要文化財である萬翠荘をなぜ５年前から一般の人が利用

できるようになったのかを、説明してほしかった。また、どこまでの利用ができるの

か、アンサンブルのグループは客を呼んでコンサートも行っているのか、自分たちで

演奏して雰囲気を楽しむだけなのか気になった。晩餐の間では展示会をしていたが、

食事会なども開けるのか知りたくなった。レンタルしたドレスで楽しんでいるグルー

プについては、洋裁学校の生徒が作ったドレスを持ってきた、という説明が分かりに
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くかった。萬翠荘でドレスをレンタルしていないなら、視聴者もどう楽しんでいいか

分からないと思う。番組で紹介された以外の萬翠荘の使い方や、利用する時の注意事

項も教えてほしかった。また、アナウンサーが萬翠荘を使っている人たちを、「一般

の方々」と連呼することに違和感を覚えた。短い放送時間のせいか説明が不十分で疑

問に思うことが多く、自分がこの場所でどう楽しめるのかイメージしづらかった。 

 

○  これほど贅沢な洋館が松山にあることを知って驚いた。萬翠荘の屋根に使われてい

るスレートは泥岩が変成したもので、ヨーロッパでは屋根に多くふかれており、天然

のスレートは非常に高価であることも紹介してほしかった。水晶を使ったシャンデリ

アにも驚いた。水晶はガラスのようにキラキラした輝きはないが、独特の質感がある。

日本の水晶は質がよいことで世界でも有名だったので、シャンデリアに国産の水晶が

使われているのか気になった。暖炉の大理石も産地を調べた上でコメントがあれば、

豪華な印象はより深まったと思う。滞在中の著名人の写真も紹介すれば、萬翠荘の歴

史的な重みがさらに伝わったと思う。また、萬翠荘で食事ができるのかも教えてほし

かった。結婚披露宴の会場としてこれ以上ない建物だと思うし、バルコニーも魅力的

で、ここで伝統の「餅まき」ができれば大人気間違いなしと思った。 

 

○  萬翠荘は松山の自慢のスポットとして、道後温泉と並んで多くの人に来てほしいと

思える場所であり、番組には期待していた。ほとんどの視聴者は萬翠荘をじっくりと

見たりここに行ってみたいと思いながら、番組を見ていると思う。今回は利用できる

ことにスポットを当て伝えていたが、松山在住でないかぎりそれは難しいと思うので、

演奏会やドレスアップの紹介は視聴者の興味を削いでしまうと思った。萬翠荘を建て

たのが、松山出身の偉人正岡子規や秋山好古とも関わりのある、建築家・木子七郎で

あることをしっかり伝えたほうがよかったのではと思った。くわばたさんはコメント

をおもしろくしようとしているのが伝わり、自然な雰囲気がふさわしいこの番組とは

合っていないと感じた。お昼どき軽いタッチで地域の見どころを紹介する番組は歓迎

で、今後も上質なものを作っていってほしい。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

 萬翠荘には今は珍しい五右衛門風呂があったり、愛媛初の水洗トイ

レが残っていたり、紹介しきれなかった見どころがほかにもあるが、

今回は「利用して楽しむ」という視点からその魅力に迫りたいと考え

た。出演してくれた地元の人たちは、萬翠荘という美しい洋館がこの

町にあるからこそ、ここで楽しんでみたいと思っており、その思いを

しっかり伝えることに心を砕いた。萬翠荘は大正１１年に木子七郎と
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いう建築家によって建てられたが、遠景に合わせてコメントするより

も、画面に向かって語りかけたほうがよく伝わったと思う。重要文化

財の指定についてなど基礎情報や、山頭火と松山との関係はきちんと

説明するべきだった。また、萬翠荘の平面図を挿入したり、迎賓室の

両隣が婦人部屋と寝室だったことなど、建物の構造を意識した情報を

もう少し入れてもよかったと思う。階段のそばに置いてあったものが

気になったということだが、萬翠荘や松山城についての本だったので、

あえて紹介しなかった。ゲストの前川さんは元モデルで早着替えも得

意だと聞いて、タキシードに着替えて登場する演出を考えた。豪華な

洋館にピッタリはまっていたと思う。 

         松山の観光スポットでは道後温泉本館が有名だが、2017 年からおよ

そ７年間かけて改修を行う予定で、地元ではその間に観光客が離れて

しまうのではという不安がある。歴史と魅力を兼ね備えた萬翠荘を、

道後温泉と並ぶ松山の名所として多くの人に知ってほしいと思い、今

回中継の舞台に選んだ。番組で紹介した女性たちは、「すてきなドレ

スを着て写真を撮りたい」と思えるのは、萬翠荘のような本物の洋館

があるからだと話していた。東京の迎賓館で同じことをするのは難し

いが、萬翠荘ならその思いが比較的容易にかなうので、紹介する意味

はあると思い取り上げた。出演者のかけ合いについて、スタジオのコ

メンテーターには、視聴者と同じ立場で中継を見てもらうため、中継

先の情報はほとんど与えられていない。その分ちょっとした会話のズ

レが修正しづらい時もあり、今後の課題と考えている。 

出演者同士の会話の重なりについては、もう少し反応を待てばスタ

ジオのくわばたさんも呼びかけやすかったのではと反省している。番

組中盤以降、くわばたさんの反応が鈍くなったと感じた。それまでテ

ンポが早すぎて話しかけづらかったのだろうと思い、後半気をつけた

つもりだがぎこちなさは残ってしまった。以前の中継はアナウンサー

が１人で進行していたが、今はタレントの方が中心になって進めるこ

とが多い。興味を持ってもらうための情報提示など、放送前の準備も

大切だと感じた。 

 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２７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、１９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、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、ドキュメントしこく「夢のその先～独立野球チーム

を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を

終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  大塚 岩男 （（株）伊予銀行頭取） 

副委員長  松井  忍   （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員  新井 裕史 （四国電力常務取締役） 

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顧問） 

森本 道義 （日本青年会議所四国地区高知ブロック協議会直前会長） 

坂田 千代子（株式会社あわわ会長） 

佐伯 美香 （松山東雲女子大学・短期大学 バレー部コーチ） 

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） 

 真弓 絵里子（介護老人保健施設「まゆみの里」施設長） 

 

（主な発言） 

 

ドキュメントしこく「夢のその  

（総合 １２月１７日(水))について＞ 

 

○  プロ野球入りを目指して、独立野球リーグ・四国アイランドリーグプラスの徳島イ

ンディゴソックスでプレーする２人の選手を中心に、その決断の時を追った番組だっ

た。大卒で入団４年目、２６歳の松嶋亮太選手は１０月のプロ野球ドラフト会議で指

名がなく、悩んだ末に徳島でもう１年野球を続ける決断をする。ただ、番組では松嶋

選手の高校や大学時代の活躍ぶりが紹介されなかったこともあり、過去にある程度の

実績がなければプロを目指すには無理があるのではと感じてしまった。松嶋選手は教

員免許を持っているということで、もし野球の夢が破れても、今回のように挫折を味

わった経験は、よい教師、よい野球の指導者になるためにきっと役立つと思った。一

方、入団５年目、２３歳の吉村旬平選手は、今シーズン過去最高の成績を収めながら

もドラフト会議で指名されなかったため、プロ野球入りを諦め電気工事の仕事に就く
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ことになった。まだ年齢も若いので、実業団チームに所属するなどして、野球を続け

る選択肢はなかったのかと思い、四国アイランドリーグプラスから実業団チームへ移

籍した前例はないのか知りたくなった。高卒・大卒時にドラフト会議にかかりプロ野

球選手になっても、一軍で活躍できない選手も多い中、これまでに四国アイランドリ

ーグプラスからプロ野球に行けた選手が何人いて、一軍でプレーできた選手が何人い

るのかといった情報も紹介してほしかった。徳島の選手たちは月給１０万円という少

ない収入でも野球に打ち込んでいたが、シーズンが終わった後も野球を続けられると

いう保障はなく、その現実の厳しさを痛感した。球団代表の坂口裕昭さんが「夢をか

なえる場所であると同時に夢を諦める場所」と話していたが、スポンサーを開拓する

などして選手たちの待遇を少しでも改善できないのかと、考えさせられた。 

 

○  四国アイランドリーグプラス発足１０年という節目のシーズンの今季、徳島インデ

ィゴソックスは初めて独立リーグ日本一に輝いた。その時宜をとらえたタイムリーな

番組としてまずよかったと思う。坂口球団代表が選手の将来について語ったことば、

「人に決められたのではなく、自分で決めるとそのあとの人生も前を向いて行ける」

には共感した。番組では、キャプテンの松嶋選手と注目の若手、吉村選手を追ってい

たが、ドラフト会議で指名されたのはその２人ではなく、入団７年目のエース、入野

貴大投手だった。チームの中で２人の選手を特に深く取材することを、他の選手たち

がどう思っていたのか、撮影が現場に与える影響が気になった。また、四国アイラン

ドリーグプラスの１試合の平均入場者は 361 人ということだったが、これではチケッ

ト収入も少なく、広告スポンサーも多いようには思えないので、厳しい経営のもと選

手の成長にも影響があるのではと心配になった。徳島インディゴソックスを応援する

意味でも、球団経営の苦労についてはもっと知りたいと思った。また、独立リーグ日

本一に輝いたこのチームでも、ドラフト会議での結果は厳しかったことをふまえると、

今後のリーグ方針についての問題提起や展望なども番組で紹介してほしかった。 

 

○  ふだん知ることのない独立野球チームの選手の日常、苦悩や葛藤、チームの実情な

どが盛り込まれ、あっという間の２５分だった。四国アイランドリーグプラスは、選

手たちにとってプロ野球入りの夢をかなえるだけでなく、夢を諦める決断をする場で

もあると知り、深く興味を引かれた。選手は月給１０万円で自ら球場の清掃やチラシ

配りを行うなど運営面の実態も赤裸々に描かれたことで、夢を追う厳しさや現実が伝

わり、特にプロ野球を目指す若者には覚悟を問う契機になったと思う。ドラフト会議

で指名を受けられるギリギリの年齢という２６歳の松嶋選手は、スランプに陥りなが

らも、みずからをアピールできる最後の試合で見事ホームランを放ち、強い精神力を

見せた。２３歳の吉村選手も、独立リーグ日本一を決める大事な場面でタイムリーヒ

ットを放つドラマチックな活躍をした。しかしそんな２人でもドラフト会議にはかか
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らず、僅かな差で夢を諦めざるをえない現実に残酷さを感じた。今後も選手たちを追

い続けてもらい、新たな「夢のその先」を見せてほしいと思う。ただ番組ではこうし

た現実が淡々と描かれ、制作者が伝えたかった思いは何だったのか、いまひとつわか

りにくかった。また独立リーグ全体の仕組みや現状、その中での四国アイランドリー

グプラスの位置づけ、この球団を地元徳島の住民がどう思っているかわかるインタビ

ューなどがあれば、野球になじみがない視聴者にもより親切だったと思う。 

 

○  プロ野球入りの夢がかなわなかった徳島インディゴソックスの選手が、野球を続け

るかどうか苦悩し、決断する姿を追ったドキュメントだった。もう一年野球を続ける

松嶋選手と、夢を諦める吉村選手の両者が効果的に対比されており、つらいであろう

選択の生々しい場面も撮影されていて、両選手が人生と向き合い悩んだ末に決断に至

るまでがドラマチックに描かれた、引き込まれるドキュメンタリーだった。「夢のそ

の先」というタイトルも、ただ「夢の先」とするよりも、「その」ということばに含

蓄があり番組にマッチしていた。ただ、野球に詳しい視聴者ばかりではないので、四

国アイランドリーグプラスの設立趣旨や試合日程、独立リーグからプロ野球に入る難

しさなど基礎情報や現状についてはしっかりと紹介してほしかった。 

 

○  プロ野球入りするという夢を実現するため、選手たちが月給１０万円で観客席の掃

除や駅前での広報活動など運営の手伝いもしながら、勝負にかける厳しい世界がある

ことを初めて知ることができた。球団代表の「夢をかなえる場所であると同時に夢を

諦める場所」ということばは重く印象的だった。番組では今回、２人の選手を取り上

げていたが、球団のほかの選手にももう少し触れてくれればよかったと思う。またリ

ーグ創立１０年目ということだったが、これまで徳島から何がプロ野球入りできたの

か、独立チーム全体では何人が行けたのか提示があれば、プロ野球がどれほど狭き門

なのか、よりしっかりと伝わったと思う。チーム一の努力家でキャプテンの松嶋選手

が、もう１年チームに残るか恩師に相談した時の「やさしい道、厳しい道２つあった

としたら、厳しい道を選ぶ方があとで後悔しない」ということばには説得力があり心

に残った。一方吉村選手は、家計が苦しくても野球を続けさせてくれた母親の思いも

背負い、今シーズン最高の成績を残すが、結局ドラフト会議で指名されず、別の道で

就職する決断をした。吉村選手の「新しい世界で頑張ることを自分で決めたので、自

信が持てるよう頑張っていきたい」という前向きなことばと表情は印象的で、苦しく

ても夢を追いかけた努力や苦労は必ず今後につながっていくだろうと思え、心から応

援したくなった。 

 

○  若者たちが、自分の人生と向き合う真摯（しんし）な姿に感動した。多くの野球少

年のうちプロになれるのはごくわずかだが、それでも夢のために努力する姿に胸を打
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たれた。球団代表の「夢をかなえる場所であると同時に夢を諦める場所」ということ

ばも重く胸に迫ってきた。どんな若者にも人生に決着をつけねばならない瞬間はあり、

そのとき後悔を残さないようにするヒントが、２人の決断の過程に表れていたと思う。

２３歳の吉村選手は夢を諦めて就職する道を選んだが、「最高の成績を残したにもか

かわらずドラフト会議で指名されなかったのだから」と自分自身で決着をつけたこと

が、就職後の前向きな姿勢の原動力になっていると思った。もう１年野球を続けるこ

とを決めた２６歳の松嶋選手も、人生に真剣に向き合った結果の選択であり、今後野

球を諦めたとしても教員の道で頑張ってほしい。番組がこの２人を追ってドラフト会

議で指名された選手についてほとんど触れなかったのは、「自分の責任で決断するべ

き」という球団代表のことばがテーマになっていたからだと感じた。選手たちが涙を

流すシーンもなく、夢のその先へと歩む姿が淡々と描かれていたことが、かえって深

く心に残った。 

 

○  プロ野球選手になる夢をあきらめるかどうか、人生の岐路に立つ若者たちの姿を追

ったドキュメンタリーで、２５分の短い時間ながら、切なく心にしみる番組だった。

四国アイランドリーグプラスは１試合平均の観客が数百人と経営的に厳しく、選手の

月給も１０万円と少ない。それでもプロ野球を目指しひたむきに頑張る徳島インディ

ゴソックスの２人の選手にスポットを当て、決断を迫られ揺れる心のうちを描き出し、

視聴者の共感を呼んだと思う。選手たちは観客が少ない中、球場にやってくるプロ野

球のスカウトにアピールしようと、モチベーションを高めていることがよく分かった。

登場人物の選び方もよかった。１人は２６歳とプロ野球選手になるにはギリギリの年

齢の松嶋選手。もう１人は入団５年目ながら高校卒でまだ２３歳の吉村選手。２人と

も独立リーグ日本一を決める大事な試合で活躍するシーンが描かれ、ドラフト会議で

指名されるかどうか期待を持たせるドラマを抱えた存在だった。取材がスタートした

時はドラフト会議の結果が分からないだけに、うまくまとめられていたと感心した。

番組では紹介されなかったが、松嶋選手はプロを目指す中では珍しく地方の国立大学

出身で、吉村選手もはじめから主力ではなく、入団時は球団マスコットの着ぐるみに

入ったり電光掲示板を操作していたという。時間の制約はあっただろうが、そういっ

たことも紹介されれば、視聴者はさらに選手の思いに共感できただろうと感じた。 

 

○  いまニュースでは、プロ野球入りした新人選手の自主トレーニングが始まり、推定

の契約金１億円・年俸 1,200 万円で東北楽天ゴールデンイーグルス入りした、愛媛出

身の安楽智大投手が、はつらつと将来の抱負を語っている。その一方で、「夢をかな

える場所であると同時に夢を諦める場所」と球団代表が言う四国アイランドリーグプ

ラスで、月給１０万円でプレーする選手もいる。スポーツは実力が全てというものの、

同じ夢を持ちながらあまりにも対照的な現実に衝撃を受けた。徳島インディゴソック



5 

スのキャプテンで誰もが認める努力家の松嶋選手、走・攻・守そろった吉村選手、両

者ともドラフト会議で指名されることはなく、今後の決断を迫られた。球団代表の「や

めるときは自分で決断してほしい。自分で決めて自分で責任を持つ、そうすればその

あとの人生も前を向いて行ける」ということばの通り、決断に向けた２人の心の葛藤、

整理の過程が淡々と丁寧に描かれていた。吉村選手が母に野球をやめることを伝えた

電話での寂しそうな会話と「子どもの頃からの夢に、この日区切りをつけました」と

いうナレーションは印象的で心に残った。電気工事の会社に就職し、自分で決めたこ

となので早く一人前になりたいと話す吉村選手。あと１年挑戦を続ける決意を球団に

伝え、つらくても自分の気持ちに正直に生きたいと練習を始める松嶋選手。番組を見

終わったあとで温かい気持ちになり、２人に心からの声援を送りたくなった。 

 

○  四国の独立野球リーグが、プロ野球という夢への最後の挑戦の場であり、夢に進む

か諦めるか最後の決断をする舞台であると改めて知ることができた。また、自分で決

めて自分で責任を取る、人生の重みを考えさせられる番組だった。「夢は諦めなけれ

ばかなう」というよく聞くことばが陳腐に思えてしまうほど、現実は厳しいものだと

思い知らされた。松嶋選手と吉村選手のそれぞれの過去、現実と正面から向き合う苦

悩、家族との相談や最後の決断が入念に取材され、とても見やすい構成で描かれてい

た。松嶋選手のように、夢のためもう１年野球を続けることも一つの選択であり、吉

村選手のように野球から離れ、別の道での仕事を新しい目標にするのもまた選択だ。

どちらの選択にもよい悪いはないと感じた。ただ、吉村選手はこの成績でだめなら悔

いはないと話していたが、本当に後悔がない決断だったのかもっと突っ込んで話を聞

いてみたいと思った。またプロ野球入りに懸けてきた自分を応援してくれた母に、吉

村選手が電話で夢を諦めることを伝える場面では、話す口調がやや軽く、母親の声も

割り切ったように聞こえた。もっと重い空気になると想像していたので違和感を覚え

た。また、ドラフト会議は年によって候補の選手や球団の状況いかんで、自分の努力

や一年の成果だけではどうにもならない現実があることもしっかりと伝えてほしか

った。独立リーグを番組で取り上げることは、採算的にも厳しい球団を地域で応援し、

地元野球リーグに関心を持ってもらうことにつながると思う。このような地域を盛り

上げる番組を、今後も編成していってほしい。 

 

○  どんな人生にも、自分にとって厳しい選択をしたり、迷いを抱きながらも進まなく

てはいけない時がある。独立野球リーグという厳しい舞台で、選手の決断を通して人

生の岐路を考え、懸命に生きる人への応援歌にもなっている、本当によい番組だった。

「自分で決めて自分で責任を持ってほしい」と話す坂口球団代表の人生論が、番組に

一本筋を通していた。松嶋選手は若い選手の手本になろうとする誠実で真面目な努力

家だが、それでも簡単に夢が実現できるものではない厳しい現実が浮き彫りにされて
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いた。毎年ドラフト会議の候補に上がる吉村選手は、過去最高の成績をおさめ絶好の

チャンスだったにもかかわらず夢がかなわなかったことに、なんともいえないはかな

さを感じた。親というものは誰もが、子どもがスポーツに打ち込む姿を楽しみにして

いるものだと思う。特にプロになる可能性がある子に対しては、期待や夢、苦しさと

いった複雑な思いがあると想像できる。番組では、そうした親子のやりとりもしっか

りと描かれていた。野球を諦める吉村選手と続ける松嶋選手、進む道は違っても、最

後は共に明るく新たなスタートを切る、希望につながる終わり方になっていて、とて

も気持ちよく視聴することができた。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

 番組で四国アイランドリーグプラスの位置づけや、球団の経営面の

課題をもっと丁寧に説明していれば、より多くの視聴者に興味を持っ

てもらえたかもしれないと改めて思った。球団関係者によると、徳島

インディゴソックスはあくまでもプロ野球への挑戦の場と位置づけ、

選手の給料はあえて低い設定にしているそうだ。給料が高いと選手は

「このチームでも生活できればいい」と考え、プロ野球を目指す気持

が薄れてしまいかねないという。また、Ｊリーグと違いＪ２からＪ１

に上がるといった仕組みがないので、時間をかけ地域で盛り上げてい

くのが難しいという悩みもあるという。今年は２人がドラフト会議で

指名されたが、大学や社会人チームと比べても１チームから２人の指

名はそう多くないことで、これが快挙であることをしっかり伝えるた

めにも、プロ野球入りがいかに厳しいかその現状をしっかりと説明す

るべきだったと思う。番組でどの選手を追うかについては、ドラフト

会議直前での変更はできないと思いながら、多くの選手と話した上で

人柄や野球への思いなどを勘案して選んだ。実は、番組で取り上げた

松嶋選手と吉村選手だけでなく、東北楽天ゴールデンイーグルスから

５位指名を受けたエースの入野投手も取材していた。２５分という時

間の中で一人一人の印象が薄まってしまうより、絞ってしっかりと描

くほうがよいと考え、松嶋選手と吉村選手の２人を中心とした番組と

なった。 

 実のところ今回の番組は取材全体を通して、人間関係を築くのがと

ても難しかったと感じている。始めは前向きに取材を受けてくれてい

たのが、ドラフト会議前後になると電話が通じにくくなり、一人で考

えたいと言われることが増えた。放送の時も本人たちが番組を見てど

う思うかとても不安だったが、最終的には主人公の２人ともに喜んで
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もらえた。「撮られている時はつらかったが、これからの人生で苦し

い時にはこの番組を見返したい」と言ってくれたのは本当にうれしか

った。地域をもっと盛り上げていくためにも、四国アイランドリーグ

プラスやＪ２の徳島ヴォルティスなど地元のスポーツについて、今後

も積極的に取り上げていきたいと思う。 

 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月１０日(水)、１１日（木）のドキュメンタリードラマ「撃墜 ３人のパイロ

ット～命を奪い合った若者たち～」（前編・後編）(総合 後 10:00～10:49)を見てと

ても感動した。番組の中でアメリカ人パイロットが、日本人の武藤金義が操縦する戦

闘機を撃墜したことを振り返り、「あの日、この空で、私は武藤金義を殺した。そし

て今になってようやく気づいた。命を奪い合った相手にも人生があったということ

に」と話したことばはとても重く心に残った。兵士の仕事は戦場において人を殺すこ

とであると改めて思い知らされた。戦争を描く作品で当事者をヒーローとして描いた

り、感動的な印象を持たせるものは多いが、戦場にあっては一つ一つの場面が殺し合

いであることを、しっかり伝える必要があると考えさせられた。 

 

○  １２年２８日(日)のＮＨＫスペシャル「子どもの未来を救え～貧困の連鎖を断ち切

るために～」(総合 後 9:00～9:58)では、厚生労働省が発表した「国民生活基礎調査」

で貧困率が過去最悪を更新し、日本人の約６人に１人が貧困層に分類されることが紹

介されていた。長引くデフレ経済で子育て世帯の所得が減ったことや、母子世帯の働

く母親の多くが非正規雇用であることも紹介されていたが、幼い子どもが満足な食事

をとれず医療も受けられないまま、救急搬送されるまで追いつめられる状況は、見て

いて本当につらくなった。なぜこのような事態が起きるのか、その原因について番組

ではゲストの有識者の説明できちんと整理して説明されていた。行政を始めＮＰＯ法

人やボランティア団体、教育現場などで行われている支援についても丁寧に紹介され

ており、援助の仕組みを知ることができない、情報弱者と呼ばれる人たちの貴重な支

えになる番組だと思った。親から子への貧困の連鎖を防ぐため政府が支援に乗り出す

方針を示したことも説明され、一人で悩まないでほしいという番組のメッセージがよ

く伝わったと思う。ただ、国の制度があるにもかかわらず、支援につながらないケー

スも多い実情を考えると、本当に助けを必要とする人がまずどこに相談すればよいの

か、もっと具体的に示したほうが親切だったと思う。貧困家庭ではテレビがないとこ

ろも多いと聞くので、この番組を誰に向けて発信しているのか、もっと突き詰めて考
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える必要があると思った。 

 

○  １２月３１(水)の「第６５回ＮＨＫ紅白歌合戦」は、紅白の専用アプリをダウンロ

ードして視聴した。アプリは情報が充実していて楽しめたが、視聴者からの意見がど

んどん表示されるツイッターを見ていると、皆同じようなことを感じているとわかり、

おもしろかった。ことしの紅白歌合戦のアプリは、さらに情報を充実させてほしいと

期待している。また最近は駅伝などのスポーツ中継でデータ放送も行っているが、知

りたいと思う情報が素早く手に入るのがありがたい。テレビを見ながら、アプリやデ

ータ放送などを楽しむよさを改めて感じている。 

 

○  １月１日(木)の妄想ニホン料理 新春スペシャル「ウィーンから来たイケメン兄弟

の巻」(総合 後 6:05～6:48)は、日本を訪れたオーストリアの兄弟シェフが、与えら

れたヒントをもとに「妄想」して、おせち料理の「きんとん」や精進料理の「うなぎ

もどき」を作っていくのだが、彼らの日本文化への敬意がよく伝わる内容だった。単

においしい料理ができたというだけでなく、異国の文化や伝統を尊重することの大切

さを教えてくれるよい番組だった。 

 

○  １月３日(土)、４日(日)のＮＨＫスペシャル「ネクストワールド 私たちの未来」

は 2045 年の未来を想定した番組で興味深く視聴した。「第１回 未来はどこまで予

測できるのか」(総合 後 7:30～8:43)では、ビックデータを解析して将来を予測する

取り組みが、アメリカで犯罪の発生予想という形で既に始まっていることや、未来予

測によって今後どんな社会になっていくかが紹介された。人工知能の予想に沿って生

きることになれば、人間は考えることをしなくなるだろう。未来予測をどうやって人

の幸せにつなげたらいいのか、ビックデータ解析の進化と共に、人間の思考も進化す

る必要があるのではないかと思った。「第２回 寿命はどこまで延びるのか」(総合 

後 9:15～10:04)では、平均寿命 100 歳の世界を描き、寿命革命や若返りなどについ

て伝えた。老化を鈍らせ寿命を延ばす可能性を持った物質「ＮＭＮ」が開発され、日

本の食品メーカーが大量生産していることが紹介されたが、これが今後どのように活

用されるのか、もっと詳しく知りたいと思った。どちらの回も紹介される新しい技術

が魅力的でワクワクする内容だったが、人間の欲望を進化するテクノロジーで満たし

た社会には、新たな倫理も必要ではないかと考えさせられた。林原めぐみさんのナレ

ーションは落ちついた印象が好ましく、サカナクションの挿入歌も番組内のＣＧと併

せ未来を感じさせる的確な演出だった。シリーズの今後の番組も楽しみに視聴したい。 

 

○  １月３日(土)のザ・プレミアム「京都人の密（ひそ）かな愉（たの）しみ」(総合 後

9:00～9:59)では、観光で訪れても見ることのできない庭や施設が京都には数多くあ
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ることに驚き、独自の視点で古都の知られざる素顔に迫る構成がとてもおもしろかっ

た。 

 

○  １月５日(火)のドキュメント７２時間「巨大書店・活字の森の歩き方」(総合 後 4:05

～4:29.30)は、舞台となった新宿駅東口の紀伊國屋書店が学生時代によく通った書店

だったので、懐かしい気持ちで視聴した。書店を訪れる客の人間模様を描く番組だっ

たが、１０歳の子どもが「学校で本を読んでいるのは自分だけで、周りと話が合わな

い」と話したのが、今の子どもはあまり本屋に行かないと思っていたので特に印象に

残った。さまざまな人が「自分を変えてくれる一冊」を求め書店を巡る様子から、本

を通した十人十色の人生をうかがい知ることができ、思わず書店に行きたくなるよう

な魅力的な番組だった。 

 

○  １月６日(火)の地方発 ドキュメンタリー「学校再開 過疎の島がよみがえる～瀬

戸内海 男木島～」は、高松市の沖合にある男木島で、３年ぶりに小学校を復活させ、

過疎の島をよみがえらせようとする島民を追った番組だった。小学５年生の福井ひな

たちゃんが島の人たちと出会い、きれいな海など島ならではの魅力に触れるうち、表

情が明るく、話し口調も穏やかになる様子から、島暮らしのよさを十分に感じること

ができた。また、大きな声で挨拶する子どもたちをうれしそうに眺めるおばあさんや、

人気のお菓子を仕入れ子どもとふれあうことを楽しみにしている商店のおばさんの

姿がほほえましかった。３年ぶりにプールを再開するために、消防士や住職、近所の

おじいさんが一緒になって掃除をする姿からも、島のみんなで子どもの成長を見守っ

ていこうという温かさを感じた。子どもの笑顔と成長がお年寄りを生き生きとさせる

様子を見て、過疎化が進む四国で地域に子どもがいることの大切さを改めて知ること

ができた。 

 

○  １月６日(火)の地方発 ドキュメンタリー「学校再開 過疎の島がよみがえる～瀬

戸内海 男木島～」は、日中のきれいな海や夕暮れの瀬戸内の風景など、１年を通し

た島の美しい映像がとても素晴らしい番組だった。また人々がふれあう様子を、ナレ

ーションの説明を控えめにして描いていたのが効果的で、島の魅力がより深く伝わっ

てきた。 

 

○  １月７日(水)の食材探検 おかわり！にっぽん「しょうが 高知県」では、日本一

のしょうが産地である四万十町を訪ねていた。収穫したしょうがを１年間洞窟で完全

に寝かすことで本来の味を引き出す、独特の貯蔵法はあまり知られていないと思う。

生産地ならではの取り組みがしっかりと紹介されよかったと思う。また、料理の脇役

として扱われることが多いしょうがを、イタリア料理の一流シェフが「しょうがのカ
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ツレツ」という魅力的な料理に仕上げてみせたのもおもしろかった。高知に日本一の

産地があることが十分にアピールされた番組でうれしかった。 

 

○  １月８日(木)からＥテレで始まった「岩井俊二のＭＯＶＩＥラボ」(Ｅテレ 後 11:00

～11:44)は、１回目が「ＳＦ編」、２回目が「特撮編」で、それぞれ代表的な作品や

歴史、邦画と洋画の関係などが丁寧に解説され懐かしく、感心する内容が多かった。

映像の仕事を志す若者が、スマートフォンで制作した１分映画について、良い点と悪

い点をゲストが指導していく企画もおもしろく、若者の成長を促す意味でも好ましく

思えよかった。ただ出演していた特撮監督たちが話す専門用語が、少しわかりづらか

ったのが残念だった。この番組は映画だったが、今後は演劇のムーブメントを紹介す

る番組もぜひ制作してほしいと思った。 

 

○  １月９日(金)の新日本風土記「四国遍路」は、これまで四国で放送された遍路を扱

った番組とは雰囲気が違って、新鮮な気持ちで楽しめた。四国の自然の美しさはもち

ろん、地元住民の心からのもてなしによって、巡礼する人たちが癒やされていく様子

が描かれ、自然と遍路にいざなわれる番組になっていてよかった。ただ、大衆化され

ている今の遍路をさらによく理解するためには、江戸時代に案内本を著して遍路を多

くの人に広めた僧侶、真念を取り上げるのがよかったのではないかと思った。また、

現代では女性の遍路がとても多いと言われるが、江戸時代には女人禁制のお寺もあり、

そうしたなかでも遍路をしていた女性の記録が高知には残っている。当時女性がどの

ように参拝していたのかなど、女性と遍路についても紹介してほしかった。 

 

○  １月１１日(日)のＮＨＫスペシャル ホットスポット 最後の楽園 ｓｅａｓｏｎ

２ 第４回「天空の秘境 パンダの王国～中国 南西山岳地帯～」では、チベット高原

の東に広がる山岳地帯に生息するパンダの暮らしぶりを追っていた。パンダの手首の

骨が、竹をつかみやすいように進化していった過程がわかりやすく説明されていて、

興味深かった。 

 

○  １月１２日(月)のにっぽん紀行「妻がのこしたレシピ～池袋 小さなパン屋の物語

～」(総合 後 7:30～7:55)は、都会でパン屋を営む夫婦の物語で、亡くなった妻が残

したパンのレシピに、夫に生きがいを持って人生を歩んでほしいという思いが込めら

れていたことが描かれていた。見ていて胸を打たれると同時に、勇気が湧いてくる感

動的な番組だった。 

 

○  １月１２日(月)の人生デザイン Ｕ－２９「学習塾 塾長」は、松山市の２４歳の

塾経営者を取り上げたドキュメンタリーでとても興味深かった。静岡県出身で愛媛の
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大学に進学した孕石修也（はらみいし・しゅうや）さんは、学生時代に起業家に憧れ

学童保育の事業を始めたが、手を広げすぎて失敗。子どもたちを裏切ってしまったと

後悔し悩んだ末、もう一度子どもに向き合おうと、自由を重んじるユニークな学習塾

を始めた。一人一人の個性を大切に、考えを押し付けず、子どもが自ら決めるまで粘

り強く待つ姿には頭が下がる思いだった。塾生と真剣に向き合う孕石さんの内面が、

インタビューや表情でよく伝わり、個性豊かな子どもとの交流も効果的に描かれ最後

まで引き付けられた。「イバラの道も自分から進んで行ったら案外痛くない」とのこ

とばにも説得力があった。松山にもこんなバイタリティーとポリシーを持つ若者が頑

張っていると知って、元気をもらった。 

 

○  １月１７日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ阪神・淡路大震災２０年 第１回「大

都市再生 ２０年の模索」は、地震などの災害に強い町を作りたいという行政側と、

震災前と同じ場所で店を開きたいという商店主側とで意識のずれがある中、大規模な

商業施設をつくったものの営業を諦める店が出てきたり、復興住宅で孤独死が多かっ

たりと、町の再生がうまくいっていないことがよく分かった。神戸は奇跡的な復興を

したと言われているが、震災前のような下町の人間関係豊かなコミュニティーは取り

戻せておらず、町を変えて勢いをつけようとする行政側と、元通りになってほしい住

民との間で、考えの違いがあることがよく分かった。 

 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２６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、１５日（月）、ＮＨＫ松山放送局におい

て、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、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、先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）「観光立国ニ

ッポン １２０年前のまちおこし術 道後温泉を築いた 伊佐庭如矢」を含め、放送番

組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  大塚 岩男 （（株）伊予銀行頭取） 

副委員長  松井  忍   （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員  新井 裕史 （四国電力常務取締役） 

宅間 一之 （高知県立歴史民俗資料館顧問） 

森本 道義 （日本青年会議所四国地区高知ブロック協議会直前会長） 

坂田 千代子（株式会社あわわ会長） 

佐伯 美香 （松山東雲女子大学・短期大学 バレー部コーチ） 

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） 

 真弓 絵里子（介護老人保健施設「まゆみの里」施設長） 

田坂 實   （越智今治農業協同組合 経営管理委員会会長） 

 

（主な発言） 

 

＜先人たちの底力 知恵泉「観光立国ニッポン１２０年前のまちおこし術 

道後温泉を築いた 伊佐庭如矢」 

（Ｅテレ １１月１８日(火))について＞ 

 

○  明治時代、愛媛県道後湯之町町長であった伊佐庭如矢（いさにわ・ゆきや）が、老

朽化して訪れる者も少なかった道後温泉を「まちの宝」と位置づけ、さまざまな問題

を克服しながら道後のまちづくりを進めていった過程がよく理解できた。ゲストでリ

ゾート運営会社を経営する星野佳路さんのコメントは的確で説得力があり、地域活性

化のヒントが凝縮されていた。近年、四国各県が観光立県を目指し活動している中、

今回の番組は非常にタイムリーで、星野さんの「これからは県単位ではなく地域単位

で観光を考える必要がある」という発言に大変共感できた。四国全体でどのような観

光を展開できるか、伊佐庭のような思い切った発想と実行力が必要だと思った。番組

は３段階にテーマを区切ることで、わかりやすい構成になっていたと思う。ただ、１
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つ目のテーマ「独自のコンセプトは足元にある」については、伊佐庭が道後温泉のコ

ンセプトを「神の湯」と決め、それにふさわしい温泉場に建物を改築したことが紹介

されていたが、「洋風の要素を取り入れた、今までにない建物を作ってほしい」と大

工に依頼する話が「神の湯」のコンセプトとどう関わるのかは理解しにくかった。２

つ目のテーマ「覚悟を示せば人は巻き込める」では、伊佐庭がどのような覚悟を示し

て、当初改築に反対だった住民の合意を取り付けたのか明らかにしてほしかった。３

つ目のテーマ「点から面へ 人の流れを生み出せ」では、伊佐庭が市街から温泉に通

じる１２キロの鉄道路線を敷き、温泉近くに公園や商店街をつくるインフラ整備も行

うことで、道後への人の流れを生み出したことがよく分かった。思い切った発想と実

行力で道後を名だたる観光地へと変えていったのは驚きだが、なぜそんな発想が当時

できたのかも知りたいと思った。居酒屋風のスタジオセットについては、温かいはず

のおでんから湯気が出ていなかったり、「伊佐庭」というラベルが付いた日本酒を注

いだのに誰も手をつけないなど、十分に生かしきっていないと感じた。 

 

○   明治期に伊佐庭が観光開発したからこそ、今日の道後温泉があることを、この番組

で初めて知ることができた。観光立国を目指す今の日本にとって、大いに参考になる

よい番組だったと思う。伊佐庭は道後に人を呼び集めるため道後温泉本館を全く新し

い姿に改築する大事業を計画し、町民を粘り強く説得したというが、現在道後温泉は

四国を代表する観光地となっており、その先見の明に改めて感心した。ただ、明治初

期の道後温泉について「遍路やあまりお金を持っていない湯治客ばかりで裕福な客は

来ない」と説明されていたが、遍路も湯治客もそもそもお金を落とすために温泉に行

くのではなく、表現として不適切と感じた。また、改築の資金集めに奮闘する伊佐庭

に対し、住民の中には「借金をしてまで町に資金を提供するものが現れた」とナレー

ションがあった。しかし、その時の映像に出ていた書類には「町債」とあったので、

借金をしたのは住民ではなく伊佐庭本人か町の関係者ではないのかと思ってしまっ

た。またスタジオの演出について、女性ゲストが風呂帰りの設定なのにネックレスを

していたり、風呂桶をカウンターに置いたりするのには違和感を覚えた。 

 

○  現代社会で直面する問題について、解決のヒントを先人の知恵に探る、という番組

のコンセプトに共感した。居酒屋を舞台に進行する設定もおもしろかったが、食べ物

や酒が出されているのに全く手をつけないのは不自然に感じた。伊佐庭の取り組みは

とても興味深く、再現で紹介された映像も理解しやすかった。構成も飽きることなく

最後まで見せる工夫がなされていたと思う。ただ、道後温泉の魅力を熱く語ってくれ

るゲストがいればさらによかった。星野さんが語った「長く続ける方がいい、ブーム

がこない方がいい」「コンセプトは何でもいい、決めることが大切」「減った人をと

り返すのではなく、今残っている人はなぜ来てくれるのか強みを考えるべき」などの
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言葉は、わかりやすくインパクトがあった。こうした現代にも通じるテーマを 120

年前に実現させた伊佐庭はすごいと感心した。 

 

○  伊佐庭が当時としては高齢の６３歳という年齢で、道後温泉本館改築という画期的

事業に着手したことにまず驚いた。伊佐庭の持つ戦略性、リーダーシップ、人柄、熱

意は、改革が必要な現代の政治や企業、教育などあらゆる分野で必要だと感じた。改

築反対派との対話を粘り強く不眠不休で続けた伊佐庭に、多くの町民がほだされたエ

ピソードからは、何かを成し遂げるには周囲の信頼を得る努力がいかに大切か学ぶこ

とができた。伊佐庭が「清浄為基（せいじょうもといとなす）」の精神で私利私欲を

捨て尽力したことや、気丈にふるまう裏で高齢からくる体の不調を抱えていたことも

紹介されていたが、胸に迫るものがあった。当時の映像が数多く使用され、再現ＶＴ

Ｒのクオリティーも高かったことで、理解が大いに助けられたのもよかった。また、

観光産業の第一線で活躍する星野佳路さんの言葉には説得力があり、伊佐庭について

詳しい愛媛大学教授の胡光（えべす・ひかる）さんの解説も重みがあって、ゲストの

バランスはとれていると感じた。番組最後には、道後温泉を題材に創作落語を作った

桂文枝さんのインタビューがあり、「道後温泉へいらっしゃ～い」のコメントで締め

くくられたが、ユニークでおもしろい演出だった。先人の知恵や創意工夫、先見の明

のおかげで、今の便利で豊かな生活があることを改めて実感することができたすばら

しい番組だった。 

 

○  番組は伊佐庭が道後温泉のまちおこしで、どのようにコンセプトを作り、周囲の人

を巻き込み、道後への人の流れを生み出したのかを紹介し、まちづくりの鍵や現代社

会を生き抜く秘けつを探るものだった。番組の構成はよく練られており、当時の町の

様子を描いた絵や写真も効果的に挿入されていた。愛媛県出身のタレント眞鍋かをり

さんを始め、出演者の人選は適切で話もよく理解できた。ただ、再現ＶＴＲの中で伊

佐庭を演じた俳優が伊佐庭本人の写真と比べて若く、はじめは伊佐庭を演じていると

わからなかった。髪の毛を白くするなどの工夫があってもよいと思った。 

 

○  120 年前に、道後温泉本館の改築と商店街の活性化を進め、人の流れを生む路面電

車の整備も行い、道後温泉を一大観光地とする礎を築いた伊佐庭如矢という人物がい

たことを、この番組で初めて知った。歴史的背景や伊佐庭の深い郷土愛、人を動かす

ポイントやまちおこしのヒントなど盛りだくさんの内容で見応えがあった。事業の成

功にはお金や人の力が必要なのはもちろんだが、それよりも人のため、町のため、郷

土のためといった、私利私欲を離れての強い意志や行動力が大切なのだと学んだ。リ

ゾート経営で有名な星野さんの経験談やアドバイスには、まちおこしのヒントがたく

さんあったと思う。今後もシンボル道後温泉の存在を核にして、松山・愛媛がますま
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す活性化していくことを願ってやまない。 

 

○  「知恵泉」は、現代社会を生きる上でのいろいろな知恵を、肩ひじを張らずに得る

ことができる番組で、いつも楽しみにしている。地元の視聴者にとって、今回、伊佐

庭という身近な人物が取り上げられたのはうれしかった。ゲストの星野さんは、「現

代の伊佐庭如矢」ともいえる人物であり、どんな話をするのか大変興味を持って番組

を見ることができた。専門家の胡さんの語り口も、番組のゆったりした流れに合って

いて好感が持てた。また、真鍋さんは地元の声を代弁してくれており、３人のゲスト

はベストマッチだったと思う。番組の中で、昔の道後の写真や映像が数多く紹介され

ていたが、ＮＨＫならではの収集力と感心した。伊佐庭の功績については資料に基づ

き、立案・実行・展開という各段階での知恵３つに絞って的確にまとめられていた。

「神の湯」というコンセプトで他地域との差別化を図ること。リーダーが覚悟を示す

こと。地域の人の信頼を得ること。外からの人の流れをつくり「広域の観光」を生み

出すこと。これらによって成功に至る道筋が納得できた。こうした発想は現在でも有

効であり、伊佐庭の目指した「広域の観光」から学ぶべきことは今も多いと思う。そ

の意味でも道後の町を改めて誇りに思うことができた番組だった。道後では今年、年

内いっぱい１２月まで「道後オンセナート」と銘打って、温泉とアートを結びつけた

さまざまなイベントを行い、地域を盛り上げようとしている。番組がもっと早い時期

に放送されていたらこのイベントとも響き合って、より多くの人に道後に関心をもっ

てもらえたと思った。 

 

○  道後温泉本館の耐震改修決定や、国が進めている地方創生とも関連したタイムリー

な放送であり、地域おこし術として興味深く視聴した。現在の道後温泉のにぎわいは

120 年前のまちおこしから始まったこと、その仕掛け人が伊佐庭だったことを今回初

めて知ることができた。６３歳で町長となり、思い切った発想と実行力で偉業を成し

遂げた伊佐庭のバイタリティーに驚かされたが、その人格がどのように形成されたの

か、幼少期・青年期に影響を受けたものがあるのか、壮年期に迎えた明治維新からど

のような影響を受けたのか、などについてはもっと知りたいと思った。観光産業のト

ップランナーと言われるゲストの星野さんが、自らの経験をふまえた説得力のあるこ

とばで読み解く伊佐庭の「知恵」は、観光に限らずいろいろな分野・事業に当てはま

る普遍性があると思った。同じ計画でも、やる人によって結果は大きく変わる。町の

有力者が道後湯之町の活性化を伊佐庭に託したり、伊佐庭は「神の湯」のコンセプト

を具現化する大工に坂本又八郎を抜擢したりと、事業を誰に任せるかの判断も、成功

の大事な鍵になると考えさせられた。 

 

○  道後温泉を舞台に革新的アイデアを次々と実現し、近代日本で初めての観光による
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まちづくりを成功させたと言われる伊佐庭にスポットを当てた、大変興味深い番組だ

った。ゲストの星野さん、愛媛大学教授の胡さん、タレントの真鍋さんは、三人三様

の立場で伊佐庭を語り、その人物像を広げてくれるよい人選だった。番組を通して、

伊佐庭の言動や生き方、先見力、情報収集力、決断力、行動力、それらを貫徹できる

体力といったトップリーダーの条件を読みとることができた。伊佐庭のように、謙虚

さを持って多くの人から得た情報をもとに、現状を正しく理解し、将来を推察して行

動する姿勢こそ、今のリーダーに求められるものだと思う。地域の活性化やまちづく

りを進めるうえで興味深く、学ぶべき所の多い番組だった。 

 

○  現在、道後温泉の「神の湯」は、はるか昔からあったかのようなイメージで人々に

受けとめられている。「コンセプトは作るものだ」という伊佐庭の考えが、見事に的

を射ていたからだと、改めてその発想に感心した。道後温泉本館改築 120 年という節

目の年での放送も、時宜にかなったものだった。現在、日本の観光のあり方は人口減

少や社会情勢の影響で大きく変わってきており、各地の観光産業はどこも苦労してい

る。道後も例外ではなく、道後温泉本館は耐震化のため改修の必要があり、その間の

７、８年、観光客をどのように迎えるのか大きなテーマになっている。それだけに「こ

れからの道後をどうするのか」という重い問いを、この番組が投げかけているように

も感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

 この番組は、１年程前にディレクターが「伊佐庭如矢というユニー

クな人物がいる」と企画を持ってきたのが始まりだった。伊佐庭は全

国的にはもちろん、地元でもまだあまり知られていない人だと思う。

「知恵泉」ではこれまで戦国武将など誰もが知る人物を多く取り上げ

てきたが、今回のような知られざる地方の偉人であっても、星野さん

のような現代の著名人と組み合わせることで、全国でも興味を持って

見てもらえる番組ができたと思っている。また、伊佐庭がどのような

覚悟を住民に示したのかわかりにくかった、という指摘についても、

改築反対派の住民のもとを自ら積極的に説得して歩いて回った事実な

どを紹介したら、より伝わったと思った。「神の湯」のコンセプトに

ついても、「まるで神が降りてくるような印象を与えられるよう、洋

風と和風をかけあわせこれまでにない威風堂々した建物を作ろうとし

た」というようにもっとわかりやすい説明もできたと感じた。 

今回番組を作る決め手になったのは、伊佐庭が残した直筆の日記の

解析が進んだことだ。３年程前から解析が始まっており、もっと早く

番組化できればよかったが、専門家が日記を読み解く作業にあわせて
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この時期の番組制作となった。伊佐庭の人格がどのように形成された

のかは、資料不足もあってまだ分からないことが多い。町長となる前

は宮司をしており、さらにその前は県庁の役人だったらしい。その県

職員時代には松山城保存の仕事もしており、今その日記の解読も始ま

っている。この松山城保存事業について分かってくれば、伊佐庭の人

物像もより鮮明になると思う。耐震化のための道後温泉本館改修につ

いては、しばらくの間お客さんが入れなくなるということもあり、地

元の人もどうするのか考えているところだ。対策を検討する会議にデ

ィレクターが同席したが、「伊佐庭がやったようにしよう」などその

名が出ており、今の道後の人にとっても伊佐庭の存在は大きいことが

わかった。歴史的に名の知れた人物でなくても、地域の偉人から学ぶ

べきものはまだまだあると改めて感じ、この番組を道後の人にも見て

ほしいという思いを込めて制作した。伊佐庭については今後も取材を

継続していきたいと考えている。 

 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月２２日(土)のＮＨＫスペシャル「緊急討論 総選挙へ 各党に問う」(総合 

後 7:30～8:44)を見て、政治家が自分の政党の意見をしっかり発信し、有権者はそれ

をきちんと読み取り評価することは大切だと今一度考えさせられた。今回、民放も含

めた選挙報道の中で、政治家へインタビューした取材側が、切り返されてまごつく姿

が散見された。視聴者は、やりとりの先にどんな答えが出てくるのか強い関心を持っ

て見ている。取材側は、マイクを出せば当たり前に答えてくれるという安易な先入観

を持たず、厳しい切り返しも当然と思い、緊張感を持って入念に準備してインタビュ

ーに臨んでほしいと思った。 

 

○  １１月２４日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「勝利は、信頼でつかみとる 

バスケットボール部監督・井上眞一」は、近年暴言や体罰が問題視された日本のスポ

ーツ界にとって、大いに参考になる番組だと感じた。井上さんの指導者としての志、

指導テクニック、コミュニケーション能力、それぞれが長期取材により細かい内容ま

で丁寧に紹介されており感心した。監督が若かりし頃、指導方法を見失って大いに悩

んだという話からは、頂点を極めている人でも苦しかった時があり、苦難を乗り越え

今があることが伝わり、指導者はもちろん多くの人に勇気を与える内容と感じた。ス

ポーツ教育において、中学、高校での指導では、３年間で結果を出すことを重視しが
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ちだが、井上さんは、生徒一人一人の将来を見据えての技術面、メンタル面のケアが

すばらしいと思った。コート上での厳しい顔とコートを離れての笑顔とのギャップも

印象的で、信頼関係こそがよいチーム、強いチームを作るのに必要不可欠であると改

めて教えられた。 

 

○  １２月１日(月)に再放送があったＮＨＫスペシャル 東日本大震災「悲劇をくり返

さないために～大川小学校・遺族たちの３年８か月～」(総合 前 1:05～1:54)は、児

童７４人が死亡・行方不明となった石巻市立大川小学校で、なぜ避難が遅れたのか明

らかにしてほしいと願う遺族の活動を追った番組だった。遺族の中には、石巻市教育

委員会が真相究明を阻害していると訴訟に至った人がいる一方、訴訟には加わらず対

話を求める人もいる。それぞれの苦悩や思いが丁寧に描かれ胸に迫ってきた。今後、

津波災害の専門家など中立の立場からの検証番組も、制作してほしいと思った。 

 

○  １２月５日(金)のひうらさとるのアジアで花咲け！なでしこたち「カンボジアサー

カスを世界へ～営業ウーマン 池内桃子～」(ＢＳ１ 後 9:00～9:24.30)は、日本の

どこにでもいそうに思える若い女性が、遠い異国で心が折れそうな環境にとまどい悩

みながら、サーカスの営業という仕事に取り組む姿が健気で、心から応援したいと思

えた。漫画家のひうらさとるさんは、カンボジアまでその女性に会いに行き話を聞い

ていたが、番組で挿入される漫画は魅力的で、印象的な構成要素になっていた。その

一方で、ひうらさんの登場場面が少ないのは残念だった。今後の日本にとって、女性

の活躍や若い人の海外での活躍をどう盛り上げていくかは大きな課題であり、彼らを

見守り応援する番組は、今後もぜひ制作していってほしい。 

 

○  １２月６日(土)の総合テレビ、朝７時台の大雪に関する逆Ｌ字スーパーの中で「明

日午前 6:00 までの２４時間に降る雪の量 山間部で１５cm 平野部で３０cm」と表示

されていた。平野部の雪の予想は３cm の間違いではないかと気になった。 

 

○  １２月６日(土)のＪリーグ「徳島ヴォルティス」対「ガンバ大阪」(総合 後 3:00

～5:45)を視聴した。当日はスタジアムで試合を見ていたが、「ＮＨＫの放送がよか

った」という話を聞き、改めて視聴した。カメラワーク、実況、解説とどれも一流で、

結果が分かっているにもかかわらず、最初から最後まで引き込まれ感動した。ガンバ

大阪の優勝がかかった試合だったので、最初はガンバ寄りのコメントが多かったが、

試合が進むにつれヴォルティスについてのコメントも多くなり、公平さへの配慮を感

じた。表情が伝わる選手のアップの映像や丁寧な解説など、テレビで見るスポーツ中

継のよさを改めて実感することができた。 
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○  １２月８日(火)の地方発 ドキュメンタリー「地方空港はつらいよ 格安航空誘致

奮闘記」は、成田や羽田の近くに位置する茨城空港に、どうやってＬＣＣを誘致する

か、茨城県職員の奮闘する姿を描いていた。気になったのは、空港側の売り文句が「駐

機料が安い」「成田や東京へのバス料金の補助がある」「宿泊の補助がある」など価

格に関するものばかりだったことだ。茨城空港に着いたら何が見られるのかといった、

その空港ならではの特徴が全くアピールされず、残念に思った。番組はＬＣＣとの契

約が結ばれ終わっていたが、独自のコンセプトをどう打ち出していくのか将来を不安

に感じた。また「観光立国日本」と言いながら、日本の空港同士、互いをライバル視

して外国人を誘致し合うのが果たして正しいと言えるのか、疑問に思った。 

 

○  １２月８日(金)の人生デザイン Ｕ－２９「神職」は、香川県高松市にある田村神

社で神職として働く女性を取り上げていた。神職は圧倒的に男性が多く女性の神職は

珍しいということで、興味深く視聴した。番組では、あまり身近な職業ではない神職

について、仕事の内容がとてもわかりやすくまとめられていた。また、プライベート

にも密着することで、神聖で厳かな世界で生きることの苦労と、彼女の努力や気遣い

がより鮮明に伝わってきた。番組後半では、七五三を迎えた子どもに初めての祝詞を

行う彼女を追っていたが、子どもの両親の「女性のやわらかい声での祝詞に温かみを

感じた」という感想に、見ているこちらも安どした。女性ならではの心配りで人の喜

びや悩みを受けとめる女性神職の、今後の活躍を願っている。人生設計を考える若い

世代はもちろん、夢に向かって努力を続ける人や、男性中心の社会で頑張る女性たち

に、成長のきっかけを届けるすばらしい番組だと思った。 

 

○  １２月９日(火)のハートネットＴＶ シリーズ 変わる障害者支援 第３回「みんな

“一芸”の人になる“農業に挑む障害者たち”」は、障害者を農業で就労支援する松

山市の施設を取り上げていた。障害にも特性があり、その特性や一人一人の性格に合

った作業をすることで、彼らに自信や積極性が生まれていることが画面から伝わって

きた。脳性マヒで左手の親指と人差し指しか思い通りに動かない女性が、常に明るく

作業に向き合い、大根の種取りという新たな作業にも挑戦する姿には心打たれた。東

京の有名レストランで評判の野菜がある、というシーンがオープニングになるなど、

番組全体を通して暗いイメージがなかったのもよかった。障害者を雇用する事業主に

とって、障害者に合った仕事をつくることも大事な責務だと考えさせられる番組だっ

た。 

 

○  １２月１２日(金)の四国遍路１２００「遍路ミステリー １２００年の謎」は、以

前から気になっていた、遍路をもてなす「お接待」の文化がなぜ四国に根づいたかと

いうテーマが取り上げられていた。生きる糧を得るため遍路に出た人がいたのは知っ
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ており、「お接待」は施しの文化という側面もあったのではと考えていたが、この番

組で、お接待と施しとの密接な関係が専門家の証言や資料を通して明らかにされ、や

はりそうだったと納得できた。遍路を歴史的な視点だけでなく、心と体にどんな影響

を及ぼすのか科学的観点から分析したことも興味深かった。ただ、遍路が心身にもた

らす変化について、心拍数などの調査の概要を紹介していたが、宗教的営みでもある

遍路をウオーキングのような単純な運動とひとくくりにできないのではと感じた。ま

た、現代人が遍路に出る目的について番組でアンケートを行っていたが、遍路のあり

方は現在多様化しており、歩き遍路だけに聞き取りしたのか、バスツアーなど団体の

遍路にも聞いたのか、アンケートの条件がよくわからず気になった。 

 

○  １２月１２日(金)の四国遍路１２００「遍路ミステリー １２００年の謎」は、「お

接待」の文化が四国だけにある理由をずっと知りたいと思っていたので、しっかりと

した取材と解説で明らかにしてくれうれしかった。また、紅葉の美しい映像が番組中

効果的に使われており感動した。四国のＮＨＫ４局が１年をかけ取り組んできた四国

遍路のさまざまな番組は、映像もテーマソングも印象的で興味深い内容が多く、私も

一生に一度は遍路をまわってみたいと思わせてくれた。今回の取り組みが四国の視聴

者に与えた影響は大きいと改めて感じた。 

 

○  １２月１４日(日)の「２０１４衆院選 開票速報」(総合 後 7:50～翌 15 日(月)前

4:30)では、出口調査の精度が上がっているためとはいえ、開票が始まる前から「当

確」が出ることに違和感を覚えた。 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２６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、１７日（月）、ＮＨＫ松山放送局におい

て、７人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、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「四国×東北“うまい”ハンター」を含め、

放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  大塚 岩男 （（株）伊予銀行頭取） 

副委員長  松井  忍   （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員  新井 裕史 （四国電力常務取締役） 

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直前会長） 

 

（主な発言） 

 

 

＜しこく８「四国×東北“うまい”ハンター」 

（総合 １０月２４日(金))について＞ 

 

○   高知県では今、行政が主体となって、大変おいしいのにあまり知られていない「ご

当地グルメ」を発掘し、紹介する活動を行っている。四国と東北のユニークな食材を

見つけ出し味わうこの番組は、そのタイミングにぴったりで期待していた。番組で紹

介されたウツボを洗濯機に入れてぬめりを取る方法は、ウツボをよく食べる高知県で

も珍しく、大変おもしろかった。こうした地域独特の調理法は今後も紹介していって

ほしい。ただ、ウツボや山形県の由良ウナギなど珍しいものだけでなく、もっと親し

みのある食材も紹介してほしかった。また、出演者は「おいしい」を連発しながら試

食していたが、視聴者にどんな味なのか伝わるよう、細やかなコメントをしてほしか

った。この番組は生放送の双方向番組で、視聴者がスマートフォンやパソコン、デー

タ放送から、四国と東北どちらの食がよりおいしいと思うか「うまイイネ！」ボタン

を押して投票してもらっていたが、食材も紹介されないうちから投票できたり、一人

で何度も投票できたりする仕組みは納得できなかった。 
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○   「“うまい”ハンター」という番組タイトルは、各地のおいしい食材を採りに行く

という番組内容にピッタリだった。地域の個性あふれる食材を取材し、手に入れるま

での過程を紹介する演出はわかりやすくおもしろかったが、“うまい”というよりは

“珍しい”食材という印象が強かった。また食材対決が、まず四国の「海のウツボ」

対東北の「山のキノコ」、次に四国の「山のトウガラシ」対東北の「海のアナゴ」と

なっていたが、海の幸対決や山の幸対決としたほうが投票する上でもわかりやすいと

思った。出演者について、グッチ裕三さんとホラン千秋さんという有名タレントを司

会に起用し視聴者を引きつけており、リポーターのレイザーラモンとサンドウィッチ

マンはやや軽いノリにも感じたが、全体的には楽しい雰囲気でよかったと思う。東北

が四国に３万票あまりの大差をつけたのは、食材の内容ではなく、四国と東北の人口

差ゆえではないか。時間を区切って投票を募り最後に合計を比較すれば、それぞれの

食の評価が明確になり視聴者の興味をもっと引けたと思う。投票結果に説得力がなか

った分、せわしない感じばかりが目立ち、生放送のよさが生かしきれていなかった。

最も票が集まった「瞬間最高うまイイネ！タイム」の発表はよいアイデアと思ったが、

その瞬間がリポーターの前振りコメント中だったことで、本来の主旨がぼやけてしま

った。 

 

○   番組で紹介された食材を食べに東北へ行きたくなったし、娯楽番組として純粋にお

もしろかった。番組中、さまざまな音楽が使用されており、導入のインディー・ジョ

ーンズのテーマはまさにピッタリと思えたが、それ以外の曲は内容とつながりがある

のかわからなかった。意味があるなら曲名をテロップで教えてほしかった。四国の料

理「ウツボの煮食い」は、皿の中央のウツボの頭に食欲をそがれたので、見せ方を工

夫してもよかったと思う。香川の激辛トウガラシ「香川本鷹」について、どんなもの

なのか地元のペットショップで尋ねたり、立ち寄ったうどん屋さんで詳しいことが分

かるという演出だったが、多くのことがインターネットで分かる今、時代錯誤的で、

スマートフォンやパソコンから投票するこの番組にもふさわしくなく、違和感を覚え

た。投票については、人口約 390 万人の四国と約 900 万人の東北では倍以上の差があ

るため、このような対決形式なら投票数を、人口に対する比率で比べるか、少ないほ

うに係数をかけるなどして、不公平をなくす必要があると思った。 

 

○   四国と東北の海と山の珍味を、軽快なタッチで発掘し紹介する楽しい番組だった。

番組では視聴者がいつでも何度でも投票できる方式だったが、食材の紹介が始まる前

から投票を受け付けて票数が表示されたり、「瞬間最高うまイイネ！タイム」に食材

と関係のない場面が選ばれたりしたのは残念だった。また、山形県の由良アナゴや香

川本鷹について調査するスタッフが画面に映っていたが、それが誰なのか紹介するス

ーパーや番組最後のスタッフ名のスーパーがなかったことに違和感を覚えた。 
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○   今回紹介された食材の多くは、手に入れるのに相当な苦労が必要で、調理にもとて

も手間がかかっていた。食に対する人間のあくなき挑戦の歴史を見る思いがして、大

変おもしろかった。レーザーラモンとサンドウィッチマンが食材を手に入れようと悪

戦苦闘する姿も、番組を盛り上げていてよかった。ただ香川本鷹は、どのように地域

に伝わってきたか紹介されず、激辛という珍しさばかりが強調され、「食文化」と言

える意味付けが薄いと感じた。番組コンセプトは「それぞれの地域の珍しい食材を使

った手間ひまかけた料理を紹介する」ことに絞ったほうがよく、四国と東北をあえて

競わせる必要はないのではと感じた。司会のホラン千秋さんは早口で話についていけ

ず、また、常に表示される投票数にも気を取られ、番組全体が落ちつかない印象を受

けた。また、食材の紹介や試食が終わった後に投票を受け付け始めたほうが、視聴者

は食材と投票の両方に集中できたと思う。 

 

○   番組で紹介されていた香川本鷹は、一味の原料になるトウガラシだそうだが、高齢

者が細々と産地を守って生活費にしている、という話には考えさせられた。ただトウ

ガラシは生産量を増やしてもなかなか売れないものなので、珍味であることは間違い

ないと思った。一方、東北で老木の上に生えるキノコ「ヌキウチ」は、普通の人では

なかなか採れない本当の珍味だと思った。味噌（みそ）に１年以上つけてから食べる

のもおもしろく、機会があればぜひ味わってみたいと思った。こうしたいずれも貴重

な食材については、優劣が決まるものでもなく、番組でも勝負にこだわらないほうが

よかったのではないかと思った。 

 

○   現代は食への感心が非常に高い時代であり、各地の知られざる食材を探し出すとい

うテーマは、視聴者の興味を大いにひいたと思う。四国のウツボ、東北のヌキウチや

由良アナゴは取り方や食べ方、味の意外性がよく伝わって楽しかった。魚釣りやキノ

コ狩りはその過程がとても楽しくエキサイティングで、意外な調理方法も見ていて楽

しかった。香川本鷹は全く知らないものだったので興味は引かれたが、紹介するなら

トウガラシのような調味料ではなく、食材にしたほうが、統一感がありよかったと思

う。また、番組で取り上げた食材や料理の値段がいくらなのかにも興味がわいた。大

変貴重でいくらお金を積んでも食べられないものもあったかもしれないが、そんな情

報もあればさらによかったと思う。投票については、四国と東北それぞれの地域の人

が相手の地域の食材をどう感じたか、投票する形もあったのではないかと思った。 
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（ＮＨＫ側） 

 去年、四国ブロックで「四国うまいハンター」という番組を放送し

好評だったので、第２弾を制作したいと考えていた。ただ、四国内で

の対決では風土や食文化の違いが十分に見えてこないと感じており、

（ＮＨＫ）仙台局に協力を仰ぎ今回の番組が実現した。「うまイイネ！

ボタン」による投票は、四国と東北の人口差はわかっていたが、前回

は四国内での対決であり票数がきっ抗していたので、今回もあえて同

じ仕組みで行った。結果として、視聴者の皆さんは熱心に投票してく

れ、投票数は合計約１０３万票と大変多く、異なる地域が交わってお

互いのよさを発見するという今回の試みには、意味があると感じた。

生放送での投票という演出については、この番組を検討材料に、改善

点を詰めていきたい。 

 投票について四国と東北の人口から差が出るだろうとは想定してい

た。人口比の係数をかけるなどの方法も考えたが、係数をかけて勝っ

ても視聴者は釈然としないのではと考えた。また、どこに住んでいる

かに関係なく、「おいしそうだな」と感じたら投票してくれると思っ

ていたが、それ以上に地元愛のほうが強いということがよくわかった。

投票ボタンを何度でも押せる演出にしたのは、感情が高ぶったり、い

いなと思った時には連打したくなると考えたからだ。結果として、視

聴者に常に番組に参加している意識を持ってもらったり、チャンネル

を変えたくなくなる効果はあったのではないかと思う。食材紹介の前

から票が伸びたことについては、番組開始直前の３分間「このあと！

四国×東北うまいハンター」という食材の見どころを紹介したＰＲミ

ニ番組を放送したためだと思う。今回のシステムをさらにうまく活用

して、今後も視聴者の地域への思いを反映させる演出に、挑戦してい

きたいと考えている。 

 東北への票が四国への票を大きく上回った結果については、司会者

から「人口が倍以上違うんです」と言ってもらってもよかったと思う。

番組の焦点が「うまい」なのか「珍しい」なのかわからないという意

見があったが、取材を進めるうち「珍しい」方向に寄ってしまい、「“う

まい”ハンター」というタイトルから離れてしまったかもしれない。

「おいしい」部分をもっとよく伝える努力はすべきだったと思う。 

 香川本鷹は栽培されているもので、珍しさという意味でも、食材で

はなく調味料という点でも、弱かったかもしれない。ただ、一度は生

産が途絶えたと思われていたものを復活させた、というエピソードが

興味深かったので取り上げた。四国と東北で競う必要があるかについ



5 

ては、番組の根幹に関わる問題で、次回に向けどういう方法が適当な

のかを改めて検討したい。競うことそのものが大切なのではなく、お

互いの食文化をどのように見るのかという点が重要だと考える。例え

ば愛媛の人は、同じ四国の高知でウツボを食べることをよく知ってい

ると思う。それが東北の人たちにどう映るのかがこの番組のポイント

であり、今回のように地域を結んで番組を作る場合、ほかの地域の人

にどのように見てもらえるかを常に意識して制作する必要があると感

じた。投票については、視聴者とつながる大事なツールであり、「ボ

タン押し競争」に終始するのではなく、上手に活用する方法を今後も

探っていきたい。 

 今回は４５分の番組時間の中で４本のＶＴＲを紹介し、投票もあっ

て試食もするという、盛りだくさんの内容だった。ＶＴＲでさらに伝

えたい情報もあったが、時間の制約で断念したものも多かった。例え

ば、高知県の町ではウツボを使った町おこしに取り組み、ウナギの代

わりにウツボをかば焼きにして売り込むなどおもしろい話題もあった

のだが、紹介できず残念だった。こうした四国の食のユニークな話題

について、これからも取材を続けさまざまな番組で伝えていきたいと

思う。 

 地域の食にはそれぞれ独自の魅力があり、投票で勝敗を決めること

に違和感を覚えるという意見にはなるほどとうなずかされた。ふるさ

との食にさらに誇りが持てるような演出にも今後挑戦していきたい。

食材や料理がいくらなのか値段が気になるという意見があったが、ウ

ツボなら大きいもので一匹５千円ほどで、５人で分けると１人千円ぐ

らいで食べられる。そうした情報は、ユニークな食を身近に感じても

らう意味でも、入れたほうがよかったと思った。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月１６日(木)から始まった木曜時代劇「ぼんくら」は、以前ＢＳプレミアムで

放送されていた「おそろし～三島屋変調百物語」と同じ、作家・宮部みゆきさん原作

の異色の時代劇で、毎回楽しみにしている。江戸の町の空気がよく伝わるだけでなく、

ミステリータッチなのが痛快時代劇とは一味違っておもしろい。「おそろし」でも感

じたが、女優さんたちの着物が彩り豊かで、町娘がさまざまな姿で登場するのも見ど

ころだと思う。これからもさまざまなスタイルに挑戦しながら、時代劇の文化を守っ

ていってほしいと思う。 



6 

 

○  １０月２４日(金)の四国羅針盤「町が消える…“拠点”は暮らしを守れるか」で紹

介された、学校など地域の重要な施設を一か所に集める取り組みにはなるほどと思っ

た。高齢者は病院に行くにも買物に行くにも、移動手段も乏しく、不自由になりがち

な現実がある。国の施策に頼るのではなく、「自分たちの地域を自分たちで守る」意

識が大切だと改めて感じた。社会的弱者をどのように守っていくかについては、今後

もさまざまな角度から取り上げていってほしい。 

 

○  １０月２４日(金)の四国羅針盤「町が消える…“拠点”は暮らしを守れるか」を見

て、少子高齢化や過疎が進む四国では、番組で紹介された拠点づくりがとても重要だ

と感じた。拠点の必要性や効果と課題がとてもわかりやすく紹介されていたが、国や

自治体の施策はどうなっているのかもっと知りたくなった。興味深いテーマなだけに、

長い時間をかけじっくり解説してほしいと思った。 

 

○  １０月２６日(日)のＮＨＫスペシャル「謎の古代ピラミッド～発掘・メキシコ地下

トンネル～」は、メキシコの古代都市・テオティワカン遺跡のピラミッドが作られた

由来や、ピラミッドの地下に伸びる謎の古代トンネルの解説がとても興味深く、おも

しろかった。地下トンネルを掘り進めるさなかの現場での撮影は、さぞ大変だろうと

思い感心した。 

 

○  １１月２日(日)に再放送された日曜美術館「“奇想の絵巻”誕生のなぞ～鳥獣戯画

～」は、ちょうど鳥獣戯画の展覧会に行きたいと思っていたところ、テレビでゆっく

り楽しむことができよかった。また、絵巻のある部分では、元々は１枚の紙の表と裏

に描かれた絵を、紙を薄く剥がし２枚の絵にして並べていたことが、修復の過程でわ

かったのも興味深かった。日本の優れた和紙が海外の遺物の修復に使われていること

も紹介され、いろいろと感心させられた。 

 

○  １１月３日(月)に再放送された「ケンボー先生と山田先生～辞書に人生を捧げた二

人の男～」(総合 後 2:00～2:59)は、主人公２人の人生についてスタジオセットを巧

みに使って対比しながら紹介する演出が斬新でおもしろく、理解の助けにもなった。

辞書と向き合う２人の、異なる考え方が鮮明になり、ことばというものの豊かさを改

めて知ることができた。 

 

○  １１月７日(金)の「嵐 １５年目の告白～ＬＩＶＥ＆ＤＯＣＵＭＥＮＴ～」(総合 

後 22:00～22:50)は、貴重なライブの様子をテレビで見ることができうれしかった。

ライブが出来上がるまでの過程もおもしろく、嵐の５人が努力を重ねていることがわ
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かり、ますます応援したくなった。さまざまな葛藤を抱える中で、リーダーの大野さ

んが語る「今、目の前にあることを頑張れないやつが、何を頑張れるんだ」というこ

とばは、世代を超えて心に響くメッセージだと感じた。 

 

○  １１月９日(日)のダーウィンが来た！生きもの新伝説「臆病？大胆？イノシシ徹底

追跡！」を興味深く視聴した。以前、山仕事をする方から、イノシシは鋭い嗅覚で好

物のミミズを見つけるという話を聞いたことがあったが、タケノコを好きなのは知ら

なかったのでおもしろかった。登山客が餌付けしたイノシシが人間を怖がらなくなり、

里でトラブルを引き起こす例が紹介されていたが、「野生動物に無責任に餌を与える

のは慎むべきだ」というメッセージが伝わりよかったと思う。 

 

○  １１月８日(土)の突撃 アッとホーム「球速２４０キロ！怪物バッティングマシン

ｖｓ全身筋肉７６才」は、土曜の夜８時という家族団らんの時間にふさわしい、笑い

あり涙ありの番組だった。ゲストの芸能人も多くにぎやかで、スタジオセットも豪華

でひきこまれた。ただ、冒頭で番組タイトルが出ず、「幸せサプライズ」という企画

名のスーパーが大きく出て、香川の定時制高校の話が始まったので、この番組は「突

撃 アッとホーム」ではないのかと戸惑ってしまった。また、画面右上にゲストの顔

をワイプで映していたが、そのゲストの紹介がないままで誰だかわからず気になった。

定時制高校の話題では、先生が生徒にどのように接してきたかが紹介されたが、「先

生から褒められたひと言が本当にうれしかった」という生徒のことばを聞き、褒める

ことの大切さを改めて感じた。時速 240 キロのバッティングマシンに７６歳の男性

が挑戦する話題も、高齢になってもバッティングセンターに通う理由や野球への熱い

思いなどが、引き込まれる作りで紹介され、240 キロの球を打ち返した時には家族み

なで驚き、感動した。 

 

○  １１月１０日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「開拓せよ、最強の一本釣り 

カツオ漁師・明神学武」では、カツオの一本釣りで日本一の水揚げを誇る明神さんが

ハイテク機器と多くの海洋データを駆使していることに驚かされた。そのうえでさら

に、経験と勘をフルに働かせて成果を挙げていることがよく分かった。ただ、カツオ

の群れを探し出す最も重要な方法が番組では明かされず、明神さんの跡を継ぐ息子に

だけ受け継がれていくのだろうと思った。 

 

○  １１月１４日(金)の四国羅針盤「進まない“被災前の高台移転”～命を守るための

防災とは～」では最初、９月に同じ話題で放送された番組「地方発 ドキュメンタリ

ー」と同じく、高台移転を巡る現状や課題を説明していたが、番組後半では新たに、

移転を進めるための専門家による提言が２つ紹介されていた。ひとつは、役場や学校
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など公共施設を先に移転し、その後長期的に資金を投入し住民に徐々に自宅の移転を

促すという方法。もうひとつは、防災事業に関しては被災前に資金を投入したほうが、

被災後より費用が少なくて済むというものだった。どちらの意見も、今の防災のあり

方を考え直し、命を守るため何をすべきか問いかけており、考えさせられた。 

 

○  １１月１４日(金)の四国羅針盤「進まない“被災前の高台移転”～命を守るための

防災とは～」では、黒潮町の屋外でリポートするアナウンサーのスーツ姿が、現場に

しては不釣り合いで違和感を覚えた。 

 

○  １１月１４日(金)のしこく８「四国えかこと旅 

奏でる」では、ミュージシャンの向谷実さんが高知県の四万十町を訪ねていたが、こ

の地域の魅力が余すところなく紹介され見応えがあった。番組最後に、トロッコ列車

の車内放送で向谷さんが作った曲が流れるシーンでは、四万十川の美しい景色と喜ぶ

乗客の表情にとても気持がよくなった。今後もさまざまな地域の魅力を紹介していっ

てほしい。 

 

○  連続テレビ小説「マッサン」は、とてもテンポがよく、おもしろいドラマでいつも

楽しく見ている。主人公のシャーロット・ケイト・フォックスさんはアメリカから来

て慣れない環境の中、うまく演じていると感心する。別の番組で、なぜ彼女がオーデ

ィションに受かったのか紹介されていたが、大学時代から演劇に打ち込み、日本語は

できなくても演技力がずばぬけていたと知って納得した。 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 



1 

平成２６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、２０日（月）、ＮＨＫ松山放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

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

てそれぞれ説明があった。続いて、地方発 ドキュメンタリー「被災前の高台移転～理

想と現実のはざまで～」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   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） 

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直前会長） 

 

（主な発言） 

 

＜地方発 ドキュメンタリー「被災前の高台移転～理想と現実のはざまで～」 

（総合 ９月２日(火))について＞ 

 

○   国が携わる事業について考えさせられた番組だった。南海トラフ巨大地震が発生す

れば、最大３４メートルの津波が起きると予測される高知県黒潮町出口(いでぐち)

地区で、住民は被災前に集落全体で高台移転ができないか話し合う。しかし国や自治

体の支援は限定的で、住民の負担が一戸当たり 1,000 万円ほどかかることがわかると、

高齢者中心に移転を望まなくなってしまう現実がよく分かった。国の防災事業であっ

ても、自分のお金が必要で県や町の負担も大きいことを知った。一方、土佐清水市の

平ノ段地区では 300 年前の津波のあと地区ごと移転し、その後一度も津波被害にあ

わず安心して暮らしているという。高台移転は命を守るため最も有効な手段だろうが、

国が費用面でも主体とならなければ実現できないと思う。防災事業の地元負担や自己

負担について再考すべきということがよく分かった。 

 



2 

 

○  南海トラフ巨大地震で津波が襲うとされる出口地区で、被災前の高台移転について、

住民の葛藤や行政側の事情がさまざまな角度から取材され、それがいかに困難かとい

うことがよくわかった。津波の歴史や東北の被害の実態から、避難だけで命が守れな

いことはよくわかる。究極の対策は被災前の高台移転しかないと思うが、日本列島強

じん化が叫ばれる中、命を守る対策がなぜ進まないのか、小さな集落の問いかけにも

答えを出すことができない実態にいらだちを覚えた。 

 

○  南海トラフ巨大地震への警鐘が鳴らされる中、住民全員の完璧な安全確保という理

想と、ばく大な費用がかかるため無条件では安全を享受できない現実がよく理解でき、

行政主導での防災対策の限界を感じた。住民が高台移転について話し合いを進める中

で、負担を負わねばならないことを知り、移転に後ろ向きになっていく変化が、理想

と現実をはっきり示していた。全ての人の命は平等であるはずだが、現実には移転で

きる人とできない人が二分されコミュニティーの崩壊へとつながってしまう。「命を

何とか守りたい」という当たり前の思いが利己的なものに感じられ、そんな思いをし

ないですむ場所へ移りたい、と話す住民の気持ちが胸に響いた。全体的に高齢者の話

が多く、移転はせず津波が来たら死を選択せざるをえないという意見が多かったが、

若い世代の意見もあればより説得力が増したと思う。問題がどのように推移していく

か興味深く、継続して取材していってほしい。 

 

○  究極の津波対策として被災前の高台移転をめぐる住民の議論を追った番組で、深く

考えさせられた。高台移転は、大規模な防潮堤の建設よりはるかに効果的な投資だと

思う。国の補助金の条件として、近い将来津波に襲われることが分かっている地域は、

被災したとみなせる配慮が必要だと感じた。今回番組で住民に行ったアンケートにつ

いて、「移転は考えられない」と回答した世帯の高齢化率やその理由について示して

ほしかった。また、黒潮町が「高台に土地を借りて住む」「借家や集合住宅に住む」

といった選択肢を検討しているのかどうかも明らかにしてほしかった。さらに、江戸

時代に集団移転した土佐清水市の平ノ段地区のように高台移転が実現した場所でも、

新たに低い土地に住むことについては、自治体の制限が必要と感じた。平ノ段地区の

低地が現在どうなっているかも、番組で触れてほしかった。 

 

○  実現すれば全国初となる被災前の高台移転を取材することは、移転を進めようとす

る人たちに自信や勇気を与えることになると思う。しかし、黒潮町と住民で１年間議

論を重ねても事態は進まず後退していく。苦難を乗り越え、高台移転が進むだろうと

いう期待は外れてしまった。移転の夢を見たが現実を知り無理だと考えるようになっ

た住民の、「落胆の１年」という印象を受けてしまい、今の時点で番組として放送す
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るべきか疑問に思った。今後の進捗をぜひ追いかけていってほしい。 

 

○  被災前の高台移転という番組のテーマが、始めは自分に縁のないように思い実感が

湧かなかったが、番組冒頭の、想定される津波のＣＧがとてもリアルで恐怖を感じ、

他人事でないと思い直した。移転の計画については図式などでわかりやすく解説され、

住民や自治体の課題もよく理解できた。ただ、東日本大震災の復興も終わっていない

中、被災前の移転に多額の税金を投入することに違和感を覚える視聴者もいるのでは

と感じた。番組で紹介された地域の避難訓練では、高齢者の避難に時間を要しており、

移転事業の検討と同時に、避難場所や経路の充実を図ることも大切だと思った。住民

皆が高台移転は最良の方法と分かっているのに、移転の可否により地域が二分され、

コミュニティーの崩壊が生じうることに残酷さを感じた。ただ、番組で描かれる住民

の取り組みや営みを通して、家族や地域のつながり、絆を強く感じることができ、自

分が暮らす地域や防災意識を見直す良い機会となった。今だけでなく、数十年、数百

年後を見据えて日々を生きなければいけないという教訓を得られたすばらしい番組

だった。 

 

○  黒潮町出口地区の集団での高台移転に対して、「未来の命を守る良薬になるか、今

あるコミュニティーを崩壊させる毒薬になるか」という住民のことばは、重く心に響

いた。集団での移転は、住民相互のつながりがしっかりと残っている地域ならではの

発想であり、地域の弱者のため考えられたはずなのに、それが結局弱者を置き去りに

してしまうことに矛盾を感じた。理想を追えば追うほど、住民の思いがばらばらにな

っていく現実を見せつけられ、いらだちがつのった。住民が避難路を歩きながら「地

震で木が倒れたらこの道も車いすでは通れなくなる」と話す姿を見て、深刻な現実に

気づかされると同時に、高齢者の方のあきらめの思いが胸に刺さった。国の制度やお

金の使い方が、実態とどれだけ離れているか考えさせられる内容だった。 

 

○  南海トラフ巨大地震で全国最大の３４メートルの津波が襲うと予測されている高

知県黒潮町で、高台移転に悩む集落にスポットを当て、課題を浮き彫りにした優れた

ドキュメンタリーだった。巨大地震にどう備えるかは、津波の猛威を見せつけた東日

本大震災が起きて間もないだけに、海沿いで暮らす人には特に深刻な問題だ。高台移

転は理論的には正しいが、莫大な費用が障害となって立ちはだかる。国の防災集団移

転促進事業の補助金を活用しても一戸当たり約 1,000 万円の自己負担がかかり、年金

暮らしで経済的に苦しい高齢者が取り残されてしまう現実がよくわかった。財政力の

弱い町の施策にも限界があり、移転を考えていた働き盛りの住民が「近所のお年寄り

を置き去りにしてしまう」と苦悩する姿は、集団移転の難しさを問いかけていたと思

う。「高台移転ができないなら集落を出ようか」という声も本音として理解でき、さ
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まざまな考えを持つ住民の意見をよく伝えていた。 

 

○  津波対策として最も効果があると思える高台移転なのに、実現にはさまざまな課題

があることが分かった。当初、大きな期待を持っていた住民たちが制度の実情や現実

論のなかで失望やあきらめに変わっていく様子は、大きな問題提起となっており、

「地方発ドキュメンタリー」の意義をまさに果たしていたと思う。集団移転促進事業

の説明が進むにつれ、東北のように被害にあった地域では国の資金が出るが、被害の

可能性が高くても想定だけでは、相当な自己負担を払ってしか対応できないことを知

り、制度の限界を感じた。こうした矛盾に加え、地方の大きな課題として人口減少の

問題がある。人口が少なくなった地域で医療や福祉をどう提供するか、老朽化が進む

公共のインフラをどう維持するかといった慢性的問題も、今回と共通する課題だと思

う。これらは個人の資金の問題というより国全体の経済合理性の問題であり、日本の

将来像について具体的構想がないと解決できない。地方に暮らす者として「今後地方

がどうなっていくのか」という問題提起をしっかりしていってほしいと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

 黒潮町が「被災前の高台移転」に向け動きだしたことを知り、まず

はその地域を見つめてみようとニュースリポートなどの積み重ねを経

て番組に展開した。最大３４メートルの津波と聞くと絶望的に思うが、

被害予想が最大の地域を見つめることが、全国の視聴者に自分のこと

として考えてもらうきっかけになると考えた。取材を進める中で「お

金がある人は移転できるし、お金のない人は移転できない」という現

実が見え、現行の法律では、小さな市町村や住民に負担がかかり、何

もできない現状が浮き彫りとなった。そこで番組としては「この状況

でいいのか」と問いかけることを主眼とした。「良薬となるか毒薬と

なるか」という住民のことばは、取材を開始した当初、最初の住民集

会でのインタビューで出てきたことばで、議論が進む以前から、住民

一人一人が津波への対応について真剣に考えていることがひしひしと

感じられた。取材チームは何気ない日々の暮らしや人々の表情も含め、

地道な取材を心がけて来たが、例えば住民が不意に発するひと言から

その切迫した思いがにじみ出るなど、番組では状況の深刻さを伝えら

れたのではないかと思う。今回は主に住民を見つめていくドキュメン

タリーであったが、同じテーマで１１月に四国ブロックで放送する番

組「四国羅針盤」では、有識者の意見等も盛り込み、どうしたら課題

を克服できるのかを考えていく番組としたい。 

 都会であれば、隣はともかく自分だけ高い所に移転すればいいと考
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えがちだろうが、住民の関係が強い地域ではそうはいかないと思い知

らされた。黒潮町役場の担当者が、移転について、よい部分だけでな

く「自己負担はしていただかなくてはいけない」という部分も正直に

伝えていたため、住民も「自分の家をどうするのか」「お隣さんや地

区はどうするのか」と真剣に考えているのだと感じた。防災集団移転

促進事業という、災いを防ぐための制度が、被災前であるためうまく

進まないことや、取材で見えてきた中央省庁の縦割り行政には疑問や

違和感を持った。今後も住民の思いをしっかり取材し、被災前の対策

が可能な本当に意味のある制度とはどういうものか考えていきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月２日(火)に再放送されたＢＳ歴史館「反逆者か？英雄か？日本の海賊・知られ

ざる真実」(BSP 後 5:00～5:59)は、和田竜氏の小説「村上海賊の娘」の本屋大賞受

賞もあり、タイムリーで興味が持てた。今治市の能島を本拠地とした能島村上水軍は、

愛媛県民にはなじみが深く、ＣＧを駆使して活躍ぶりがまとめられ分かりやすかった。

あわせて紹介された津軽半島の十三湊にあった安藤水軍や、源平合戦での阿波水軍の

裏切りのことは、それほど知られてない話で新鮮だった。９月２日(火)に再放送され

たＢＳ歴史館「反逆者か？英雄か？日本の海賊・知られざる真実」(BSP 後 5:00～5:59)

は、和田竜氏の小説「村上海賊の娘」の本屋大賞受賞もあり、タイムリーで興味が持

てた。今治市の能島を本拠地とした能島村上水軍は、愛媛県民にはなじみが深く、Ｃ

Ｇを駆使して活躍ぶりがまとめられ分かりやすかった。あわせて紹介された津軽半島

の十三湊にあった安藤水軍や、源平合戦での阿波水軍の裏切りのことは、それほど知

られてない話で新鮮だった。 

 

○  ９月１６日(火)の地方発 ドキュメンタリー「胸の泉に～ハンセン病 家族の葛藤

～」では、ハンセン病の歴史についてしっかりと紹介されており、初めてハンセン病

を知る人でも分かりやすい内容になっていた。詩人でハンセン病患者の塔和子さんの

生い立ちや家族とのふれあい、詩集に込めた思いが丁寧に描かれていて共感できた。

また、塔さんと弟の井土一徳さんが交流する映像が多く使われており、姉弟の心の絆

をリアルに感じることができた。井土さんが、塔さんの好物のイモの天ぷらを持って

お見舞いに行く場面では、葛藤から涙する井土さんと弟を気遣う塔さんに、思わずも

らい泣きしてしまった。 

 

○  ９月１９日(金)のしこく８「魂を込めた１７音～俳句甲子園２０１４～」は、全国

の高校生が毎年松山で俳句を競い合う「俳句甲子園」で、生徒のレベルがこれまでよ
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り上がったとうれしかった。以前は観念的でひねった句が多いと感じたが、今回は体

から自然にことばが出ている印象を受けた。東京の高校生が詠んでいた「生まれし日

の記憶どこにもなく泳ぐ」という句を聞いた時は鳥肌が立った。若い人が真剣にこと

ばを使って思いを伝える姿に頼もしさを感じた。 

 

○  ９月２１日(日)の俳句王国がゆく「愛媛県松山市」(Ｅテレ 後 3:00～3:59)には、

「俳句甲子園」に出た高校生たちが出演していた。彼らの、句の本質を的確に突いて

説明する力が素晴らしく、番組全体を引き締めていた。その一方、句が紹介された時

の観客のどよめきなど、会場の盛り上がりをもっと伝えてくれたらさらによいと思っ

た。俳句の魅力を発信し続けているこの番組は、今後もぜひ継続していってほしい。 

 

○  ９月２３日(金)のにっぽん紀行「“励ましの坂”を上りきれ～北海道 小樽～」(総

合 後 7:30～7:55)は、小樽の坂道を自転車で上るチャレンジを追ったもので、全国

から参加者が集まる小樽の夏の風物詩であると初めて知った。挑戦者は達成感はもち

ろん、自分に自信をつけるため坂を上るというが、その姿は胸を打つものがあった。

実際にどんな坂なのかを見に、ぜひ夏の小樽に行ってみたいと思った。 

 

○  １０月３日(金)の

営再建～」は、高知で「青バス」「赤バス」として知られるバス会社２社の統合・再

建という、地元で関心の高い話題を取り上げた。路線バス全線が赤字の地域は全国で

も北海道と四国のみという事実にショックを受けたが、成功例として紹介された四国

以外のバス会社に共通する「外からの視点でサービスを見る」取り組みが大切だと感

じた。今回の再建は１０億円もの公金が使われた全国でも珍しいケースで、県民の関

心もそこにあると思う。しかし、その再建のポイントがサービス向上と路線ダイヤ検

討というのは物足りなく、番組で課題や問題点をもっと掘り下げ、バス会社や高知県

はどんな方向を目指すべきか、視聴者により分かるようにしてほしかった。 

 

○  １０月５日(日)からＢＳプレミアムで「坂の上の雲」の再放送が始まったが、ずっ

しりとした見応えのあるすばらしいドラマだと思う。ぜひ何度でも放送していってほ

しい。 

 

○  １０月９日・１６日(金)の超絶 凄（すご）ワザ！「ギネス世界記録に挑戦！究極

の水切り」は、各分野のスペシャリストがチームを作り、石を水面に投げ何回跳ねる

か挑戦するもので、ワクワクして視聴した。ピッチングマシーン制作のスペシャリス

ト、投げる石の形を加工する金属加工のスペシャリスト、東大の航空宇宙工学の客員

教授が、それぞれ知識と経験をいかし石が跳ねるメカニズムを研究する過程が、前編
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から後編と続きが見たくなる構成でうまく描かれていた。また、スピードカメラや４

Ｋカメラなど最新技術による詳細な撮影も分かりやすかった。日本の技術力や各分野

のプロフェッショナルの仕事を紹介するこの番組はすばらしいと思うので、今後もさ

まざまなテーマを取り上げていってほしい。放送時間が夜１１時台と遅いが、子ども

も楽しく見られる内容と思うので、もっと早い時間に放送したらよいのではと思った。 

 

○  １０月１０日(金)

四国に外国人観光客が多く訪れていると聞いたことがあり、いち早く番組で紹介した

のはよかったと思う。日本を訪れる外国人観光客への新たな「切札」が四国であると

いうテーマの番組で、タイトルの「未知の四国」ということばは、四国は観光客が少

ないと思われていることを逆手にとった印象的なことばだと思った。番組で紹介され

た日本観光の「新ゴールデンルート」は、京都から広島を経て松山に向かうものだっ

た。今後は松山で止まらず、しまなみ海道や道後温泉の先に、徳島、香川、高知にも

行くコースもあるといいと思った。「新ゴールデンルート」については、今後も積極

的に番組で取り上げていってほしい。 

 

○  １０月１９日(日)のＮＨＫスペシャル「カラーでよみがえる東京～不死鳥都市の１

００年～」(総合 後 9:00～10:13)では、100 年も前の映像がよく残っていると感心し、

戦争から東京オリンピックへ時の流れを改めて感じた。激動の 100 年の中で 1945 年

を境に時代が大きく変わったことが、映画監督・伊丹万作や作家・杉本苑子氏のこと

ばを通してよく理解できた。白黒のフィルムに色をつけたと言っていたが、どのよう

な作業を行ったのか、新たな技術を使っているのかなどもっと知りたかった。 

 

○  御嶽山噴火の報道では、紅葉取材中に噴火に巡り合わせたというＮＨＫの映像に引

きつけられた。 

 

○  台風報道の中継では、ヤシやソテツをよく撮影していたが、これらは少しの風でも

揺れるもので、大げさに見えると感じた。また、風雨が激しくなったら、リポーター

を無理に屋外に立たせなくてよいと思う。逆Ｌ字スーパーの避難情報では「１０世

帯・１６人」というように世帯数と人数が表示されているが、人数だけでもよいので

はと思った。 

 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２６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、８日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

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

てそれぞれ説明があった。続いて、「平成２６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２７年度の番組改定」について、意見交換を

～」を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

副委員長   松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員   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直前会長） 

 

（主な発言） 

 

＜平成２６年度後半期国内放送番組の編成・２７年度改定についての意見＞ 

 

○   四国地方では土日のニュース枠が四国ブロックでの放送となっていて、イベント中

心の話題が多いように感じる。メリハリをつけニュースもしっかり放送していってほ

しい。 

 

○  ニュースは「この時間に見る」という視聴習慣がついており、今の放送時間を継続

してほしい。 

 

○  ＢＳ１で男子ゴルフのＰＧＡツアーを放送しているが、女子のＬＰＧＡツアーの放

送は見たことがない。日本人選手が出ていることもあるので、女子ツアーの放送も検

討してほしい。 
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○  「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～」は何度か視聴したが、民放と同じような印

象を受けてしまう。お笑い番組やクイズ番組は民放で見飽きているので、教養など堅

い内容になるかもしれないが、民放にはできないような見ごたえのある番組を制作し

てほしい。 

 

○  ＮＨＫのドラマは作り方がとてもよく、見ていて夢中になる。民放のドラマを超え

ていると思う。火曜日の「ドラマ１０」、土曜日の「土曜ドラマ」、日曜日の「海外

連続ドラマ」と放送しているが、さらに平日にもう１本ドラマがあればよいと思う。  

 

○  「総合診療医 ドクターＧ」はいつも研修医の気持ちになって興味深く視聴してい

た。なくなってしまうのは残念だ。 

 

○  ドラマが好きでよく見ており、最近はＢＳプレミアムの韓国ドラマ「奇皇后」がお

もしろい。ただ、子どもを寝かす時間と重なって見逃してしまうことがある。再放送

があることに気がつかないこともあるので、再放送がいつあるのかインフォメーショ

ンが定期的にあればよいと思った。 

 

○  2020 年の東京オリンピックが決まってから、ＮＨＫでも東京オリンピックで活躍

しそうな選手を紹介するなど関連したスポーツ番組を放送している。これからもアス

リートを紹介する番組や、見る人、支える人が興味を持つような番組を作ることで、

スポーツへの関心を高め、オリンピックへの盛り上がりを後押ししていってほしいと

思う。 

 

○  台風など災害時に放送される「逆Ｌ字スーパー」は他地域での災害の場合は見逃し

てしまうが、自分の地域が対象となっている場合はとても真剣に見る。災害当事者に

とって非常に大事な放送だと思うので、ぜひこれからも続けていってほしい。 
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＜  

（総合 ８月１日（金））について＞ 

 

○   ハンセン病という病名は、聞いたことはあったが、歴史や症状など詳しいことは知

らなかったので、番組を通して学ぶことができた。ハンセン病がどう扱われていたか

という時代背景、病によって苦しんだ姉と、姉が患者であることを隠してきた弟の深

い思いなど、２５分という短い時間の中でいろいろ考えさせられた内容だった。去年

亡くなった姉は塔和子さんの名で知られる詩人だった。家族と離れ香川県の離島、大

島の療養所で一人暮らしを余儀なくされ、その孤独感や寂しさをことばとして残して

きた。番組で紹介された詩は、表現として力強く、塔さんが紡いできた思いが確かに

伝わってきた。また、弟の井土一徳さんはみずからの中にもあった病気への偏見に、

「心に闇を持ってしまった」と語る。もし、「弟が訪ねてくるのを毎回楽しみにして

いた」という姉の気持ちや、故郷の人たちの「堂々と帰ってきてほしい」という思い

をもっと早く知ることができたなら、井土さんの心境も変わっていたかもしれない。

ことばや思いを伝えることの重さ、大切さを改めて考えさせられた番組だった。井土

さんの話に少し聞き取りにくい部分があったところは残念だった。 

 

○  ハンセン病という病気や塔さんのことを全く知らない若い世代の人でも興味と理

解を深められるように、ハンセン病の正確な概要や、塔さんが１３歳で療養所に強制

収容され、７０年３か月の間、自由を奪われたという事実が前半にしっかり紹介され

ていればよかった。塔さんは国の強制隔離政策のため、病気の完治後も６０年ほど入

所を続けなければいけなかった。塔さんがこれまで作った詩には、自由を奪われ家族

や社会から切り離されて、偏見にさらされ続けた悲しみや苦悩などさまざまな思いが

反映されており、そのあたりももっと紹介してほしかった。弟の井土さんは、７７歳

となった今なお心の闇と闘い続けており、カメラが映したその背中をふびんに感じた。

井土さんのような家族や親族も患者と同じように苦しみ、厳しい心の葛藤があったこ

とが描かれ、彼らもまた犠牲者ではないかという認識を視聴者に持ってもらえたと思

う。この番組が、多くの人にハンセン病のことを知ってもらい、正しい知識と理解に

よって差別・偏見を解消し、関係者が真に名誉を回復するきっかけになってほしいと

思った。 

 

○  番組は、悲しく目を背けたくなる要素もありながら、この事実をしっかりと知らな

ければならないと思わせてくれるものだった。「ドキュメントしこく」にふさわしく、

ＮＨＫが事実を記録し、報道しなくてはならない内容が伝えられていたと思う。井土

さんの取材許可を得ることは非常に困難だったと思うので、粘り強く説得した番組制

作者の努力はすばらしいと思った。また「かかわらなければ」というタイトルについ
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て、番組を見た後は「人とかかわらないと生きてる意味がないよ」と塔さんが語りか

けているように思え、よいタイトルだと思えたが、番組を多くの人に見てもらうため

には、もう少しわかりやすいタイトルがよかったと思う。 

 

○  弟の井土さんの心の苦しみをしっかりと描き出すため、ハンセン病患者に誤解に基

づく長い差別・偏見の時代があったことをもう少し紹介してほしかった。また、井土

さん一人の心の葛藤を描くことにとどまらず、周囲の人の差別・偏見と国の政策とが、

井土さんを姉と「かかわらないでおこう」と追い込んだこともしっかり伝えてほしか

った。ハンセン病患者の問題は、間違った隔離政策を行った国が深刻な人権侵害をも

たらし、最終的には全面的に非を認めた数少ない例の一つだ。番組の最後に「この問

題では国を代表して小泉首相が謝罪した」と紹介があれば、患者だけでなくその家族

のつらい思いも少しは報われ、若い人たちの理解の助けにもなったと思う。 

 

○  現代社会では他人とのかかわりを煩わしく思い、閉鎖的環境で暮らすことを楽と感

じる人たちも少なからずいる。世間とのかかわりを強制的に絶たれた塔さんの８３年

の人生と残された詩を振り返ることで、人生において他人とかかわる意味について考

えさせられた。自分自身ハンセン病やその差別についてこれまでかかわりが薄く、知

識もなかったので、実際どういう病気なのか知ろうとするきっかけになった。人と人

がかかわっていく中で、正しい知識が差別・偏見をなくして人間の尊厳を守るため必

要不可欠であることを改めて思い知らされた。また、メディアが担う責任も非常に重

いと思った。今回、姉と弟という兄弟の関係でも壮絶な物語があったのだから、親子

の関係では、さらに想像を絶するものがあっただろうと思った。その部分も番組で紹

介があればもっとよかったと思う。 

  

○  番組で紹介された塔さんの詩がドキュメンタリーを盛りあげるとともに感動を与

え、視聴者をひきつけていたと思う。前半の「人恋しいひもじさを満たしてくると懇

願する」という詩は、離島に隔離され絶望したであろう塔さんの気持がよく伝わり、

心打つものだった。終盤の「胸の泉に」という詩も、７０年にわたって療養所で生き

てきた塔さんの、やり場のない思いが切実に伝わってくるものだった。 

 

○  偏見について考えさせられた番組だった。ハンセン病についてはあまり知識がなか

ったので、始めにもう少し説明があればよかったと思う。ハンセン病の元患者で、８

３歳で亡くなられた詩人の塔さんと弟の井土さんの心の葛藤がよく理解できた。両親

と一緒の墓に眠りたいという姉の希望をかなえるため故郷を訪れた井土さんに、地元

の人がかけた「堂々と帰ってこい」ということばには、熱いものを感じた。 
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○  井土さんの表情やとつとつとした言葉から長年にわたる苦悩が伝わってきた。詩人

だった塔さんをはじめとする、元患者の人たちの筆舌に尽くし難い苦しみはこれまで

も報道されてきたが、家族の心情に迫った番組は少なかったと思う。それだけに、こ

の番組の意義は大きいと感じた。家族の苦悩を伝えるには本人に語ってもらうことが

一番だが、長年の差別・偏見の中で、心を開いて取材を承諾してもらうのは容易では

なく、番組制作者の並々ならぬ努力があったと思う。井土さんが、塔さんが身内であ

ることを隠してきたことを「自分の中の闇」と苦しそうに表現していたシーンが特に

印象に残った。国策の誤りや病気に対する差別・偏見がどれほど罪深いものか、心に

染みてくる作品だった。 

 

○  井土さんの非常に静かで穏やかな語りに心ひかれた。今でも深い罪の意識を持ち続

けていることや、姉の塔さんと過ごした穏やかな時間があったことが丁寧に描かれて

おり、心に深く染み込む番組だった。ハンセン病患者の家族の多くは会いにいくこと

すらないと聞いたことがある。４０年間に８００回以上面会に行っていたという井土

さんの訪問が、塔さんの大きな支えになっていたのだろう。井土さんが塔さんについ

て「詩を作ることそのものが生きる証しになっていた」と話していたが、どんな悲惨

な状況にあっても、人はことばを紡ぐことで尊厳を保ち続けることができるのだと思

わされた。「ことばとは人間を救うものである」と示してくれたことに、深い感銘を

受けた。 

 

（ＮＨＫ側） 

 「ハンセン病についてもっと伝えるべき」という意見について、２

５分という時間で姉と弟のことを伝え、さらにハンセン病のことも丁

寧に伝えるのは難しかったと感じている。現在制作中の全国放送版の

番組は、全く知らない方にもハンセン病とはどういうものか、しっか

りと伝わる内容にしたい。この番組は、塔さんの「胸の泉に」という

詩に出会い、塔さんの人生を紹介できないかと考えたのが出発点だっ

た。しかし取材を進めるにつれ、弟の井土さんの心の闇が深いことに

思いを致すようになった。井土さんも当初は取材を警戒していたが、

同じように悩む家族が全国に多数おり、彼らに自分の思いを伝えたい

と思われるようになった。その井土さんの思いに乗って番組を制作し

ていった。ハンセン病の問題は全く風化していない。今も苦しんでい

る人、家族でも会いに行けない人、故郷の墓に入れない元患者も多い。

この問題は続いていることを番組で多少は伝えられたかと思っている。 

 「ハンセン病について詳しく知らなかった」という人が多いことを

放送後さまざまな人と話し、改めて思い知った。番組では家族の苦悩
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や心の問題に焦点を当て、一人の人間の葛藤を丁寧に伝えた。そのた

めハンセン病を取り巻く差別・偏見など社会的な問題や、国の政策に

ついての言及は弱くなってしまった。２５分という短い時間の中で全

てを伝えきれず苦渋の選択だった。番組を作るにあたって、ハンセン

病の問題を多くの人が知るきっかけになってほしいというのはもちろ

ん、人生における「人とのかかわり」という普遍的なテーマを考える

契機にしたいという目標があった。そうした思いが見ている人に少し

でも届いたなら大変うれしく思う。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○  ７月２５日（金）の四国遍路１２００「ＨＥＮＲＯ～四国を歩く外国人たち～」は、

番組ナビゲーターに四国出身の眞鍋かをりさんを起用し、香川県の第７１番札所の参

道にある、俳句の短冊が並ぶ俳句茶屋を拠点に番組を進めていくスタイルが斬新でよ

かった。番組で紹介したフランス人の男性が、遍路をする目的にインスピレーション

やアイデアを求めていることを知って驚いた。また、ひたすら歩き続けるアメリカ人

の女性が「お接待」を受け、国が違い言葉が通じなくても地元の方と心を通わせ、豊

かに交流する様子が描かれていた。遍路が世界遺産にふさわしい文化だということを

改めて感じさせられた。外国人からの視点で新たな遍路の魅力を知ることができるよ

い番組だった。 

 

○  ８月３日(日)のＮＨＫスペシャル「知床 ヒグマ運命の旅」は、ヒグマを４年間に

わたり記録した番組だったが、厳しい自然・環境の中で生き残ることの難しさが伝わ

ってきた。また、知床の自然もとても美しく撮影されていてよかった。ヒグマが集ま

る地域でよくこれほど長期にわたって取材ができたと感心した。 

 

○  ８月１５日(金)の大人ドリルスペシャル「戦争と平和」(総合 後 10:00～10:48)で

は、「８月１５日が何の日かを知らない」という人が５２％もいることに、まず衝撃

を受けた。また「第２次大戦で日本がどこの国と戦ったか」が分からず、「当時の同

盟国はアメリカ」と答える若者が多くいて、さらに驚かされた。番組ではメディアの

責任や「戦争の最初の犠牲者は真実である」という非常に重い問題にも触れていた。

若い人たちに戦争とはどういうものかを、今回のように分かりやすく伝えていくこと

はとても大事だと思った。「大人ドリル」はぜひ継続して放送していってほしい。 

 

○  ８月２０日(水)の新日本風土記「南国土佐」(BSP 前 8:00～8:59)の再放送では、

明るく生きている土佐の人たちや独特の風土をさまざまな視点・題材から丁寧に描き

出しており、よい作品だった。 

 

○  ８月２７日(水)の美しき日本の山 「々木曽駒ヶ岳、岩手山、浅間山」(総合 前 3:05

～4:05)は、深夜番組らしく美しいメロディーの音楽にのせ、日本の山々が鮮やかな

映像で映し出され、まるで自分が山を登っているかのように感じた。ゆっくりしたい

時にもう一度見たい、と思わせてくれる番組だった。 

 

○  ８月２９日(金)のしこく８「徳島 阿波おどり２０１４～今田と砂羽と踊る阿呆

～」は、芸人の今田耕司さんと女優の鈴木砂羽さんが阿波おどりのさまざまな連を紹
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介していく番組だったが、解説がとても丁寧で、「踊る阿呆」たちのディープな世界

をわくわくしながら見ることができた。実際に踊りを見るだけではわからない、有名

連の特徴や成り立ちを詳しく知ることができとてもよかった。また、珍しい踊りや今

は亡き有名な踊り子さんを紹介し、阿波おどりの古い歴史にも触れるなど大変内容豊

かな番組だった。 

 

○  ８月２９日(金)のしこく８「高知よさこい祭 ２０１４」(総合 高知県域 後 7:30

～8:43)は、よさこいの歴史や決まりごとを分かりやすく解説しながら、チームの特

色もしっかりと紹介していてとてもよかった。 

 

○  ８月２９日(金)のプレミアムアーカイブス「ハイビジョン特集 史上空前の論文捏

（ねつ）造」(BSP 前 1:32～3:05)は、超伝導の研究過程での論文ねつ造事件を扱っ

た 2005 年制作の番組だった。ＳＴＡＰ細胞の研究不正と共通点が多いため再放送さ

れたのだと思う。この事件では、多くのノーベル賞受賞者を出しているアメリカのベ

ル研究所のシェーン博士が、測定値をねつ造し論文の図を使い回していたにもかかわ

らず、誰も不正に気づかず大スキャンダルに発展した。ＳＴＡＰ細胞で同じストーリ

ーの番組ができると思うほど、経緯がよく似ている。ただ、事件に巻き込まれた著名

な研究者アトロフ博士はその後も大学に勤めているのに対し、理化学研究所の笹井芳

樹副センター長が自殺に追い込まれた点は大きく異なる。今後、この事件での研究所

や大学、報道の対応の違いについても検証していってほしいと思った。 

 

○  ９月２日（火）の趣味Ｄｏ楽 はじめての四国遍路旅第５回「“お接待”の心を知

る」は、私の自宅がある松山市のお寺を旅するということもあり、興味深く視聴した。

標高 700 メートルの岩屋寺から浄瑠璃寺へは急な下り坂が多い。案内役の方の「内股

で足幅を広く足をハの字にして歩くと負担が少ない」というアドバイスは、遍路道を

初めて歩く人にとても分かりやすいと感じた。途中、おにぎりや冷たいお茶のふるま

いや、「お接待木」と呼ばれる木の手入れをしている中学生たちとの出会いがあった。

地元の人の温かいおもてなしや、心のふれあいといったお接待が、厳しい道のりを一

歩ずつ乗り越える大きな励ましとなることを知った。また、早くに息子を亡くし、自

宅を無料宿泊所として提供している女性が「お遍路さんが来てくれると息子が帰って

きたような気持ちになる」と話すのを聞き、お接待は受ける側だけでなく、もてなす

側にも大きな支えとなっているのだと感じた。四国遍路のお接待の文化やおもてなし

の心が実感豊かに描かれ、四国に生まれ育ったことを改めて誇りに思わせてくれる番

組だった。 
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○  ９月４日(木)のクローズアップ現代「道は険しい？“減塩社会”への挑戦」を見て、

「カロリーオフ」はよく聞くし関連商品も多くあるが、「減塩」をうたう商品はあま

り聞かなかったので、今後注意しようと触発された。政府主導で１０年をかけ、徐々

に摂取塩分を落としていったイギリスの成功事例が紹介されていたが、日本でも導入

したらよいのではと思った。 

 

○  ９月５日(金)の四国羅針盤「選挙の信頼は取り戻せるか～高松市不正開票事件～」

では、早く開票結果を出さなければいけないというプレッシャーや選挙事務のブラッ

クボックス化、専従職員らの慢心などから不祥事に至った構図がよく理解できた。番

組が行った四国の全９５市町村へのアンケートも労作だった。過去１０年以内に票が

合わない経験を持つ自治体が、半数以上の５０もあった事実を明らかにした功績は大

きいと思う。また、票数が合わない場合、４３もの自治体が持ち帰り票としていたと

いう回答も、ショッキングだった。問題の改善に向け先進的な取り組みをしている東

京都足立区や福島県相馬市の事例紹介も、説得力があった。 

 

○  ８月の台風では、随時報道される台風の情報が行動・避難を考えるうえで大変役に

立った。台風の影響がない地域では「ほかの番組をやってほしい」という意見がある

と思うが、被害を受けている地域では最新の情報が常に入ってくることが重要であり、

こうした放送は必要だと実感した。 

 

 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２６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、１４日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

１０名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、８・９月の番組編成、放送番組モニター報告および視聴者意向につ

いてそれぞれ説明があった。次に、四国羅針盤「遍路 世界遺産への道」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   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） 

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） 

 

＜四国羅針盤「遍路 世界遺産への道」(総合 ７月４日(金))について＞ 

 

○   四国遍路の世界遺産登録に向けて、さまざまな活動が行われていることを初めて知

った。参拝道としては、国内の「紀伊山地の霊場と参拝道（熊野古道）」や、スペイ

ンの「サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路」がすでに登録されており、四国

遍路はそれらの遺産にはない独自の価値を提示していかなければならない。また、世

界遺産に登録されるには、国の史跡に指定されていることが大きな前提となるが、生

活道として使用されている遍路道や修理・改築された本堂などは、そうした指定を受

けにくいことや、たとえ指定された場合でも現状を維持することを求められる所有者

の不安をどう払拭するのかといった課題も理解できた。世界遺産登録の実現は非常に

厳しいと感じたが、文化財を守っていくための手段と考え、四国がひとつになって活

動していくことで、四国遍路の文化が一層深まっていってほしいと思った。 
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○  遍路の世界遺産登録に向けた厳しい現状や必要な条件などが客観的に説明されて

いた。登録の前に国の史跡に指定されなければならないこと、指定には史跡としての

価値を学術的に証明しなければならないこと、その価値を守り続けていくための継続

的努力が必要であることなど、問題点が明確に示されていた。史跡に指定されるとい

うことは、今の状態を維持し続けるという大きな責任が与えられることだ。その不安

をどう解決していくのか、またさまざまな立場の人がどのようにして共通の課題に向

かっていくのか、番組で紹介された熊野古道の世界遺産登録の過程での問題解決のポ

イントは、非常に説得力を持っていた。登録を目指す意味は、大勢の人に来てもらう

ことではなく、史跡としての価値を「守る」ことにあるという提言には共感できた。

遍路の文化を残し続けることが、将来にわたって必要であるという共通の意識を持た

なければ、一時的な興奮に酔ってはみたものの大きな負担を負ってしまうことになり

かねない。四国遍路を観光で通り過ぎる人を中心に考えるのではなく、地元の人に何

度も来てもらえるような生活に密着した文化にしていく努力が必要だと思った。 

 

○   四国遍路を世界遺産にしようという動きがあることは四国の一定数の人たちが知

っていると思うが、日本の世界遺産１８件に続く暫定リスト掲載件数が１１もあり、

四国遍路はさらにその下のカテゴリーに位置することまではあまり知られていない。

遍路道が人々の生活道となっている所も多く、札所は八十八か所、遍路道全長は約

1400 キロと範囲が広く、前提となる国の史跡指定になるにはクリアすべき課題が多

数あることも理解できた。四国遍路は四国の誇るべき文化ではあるが、世界遺産登録

に向けては日本全国に有力なライバルが多数あり、状況は非常に厳しいということを

実感させる番組だった。しかし、目標を実現するには正確な現状認識が不可欠であり、

登録をめぐる客観状況を提示して打開策を探った内容は、「四国羅針盤」の名にふさ

わしいものだったと感じた。 

 

○   四国遍路の世界遺産登録に向けて、現状と課題が分かりやすく紹介されていた。登

録を観光目的で進めるのではなく、遍路道や札所などの文化遺産をどう守り残してい

くかを考える視点が重要だという提言は、納得できるものだった。しかし、登録に向

けた今後のステップが漠然としか伝えられず、四国４県の協力がどの程度なされてい

るのかもよく分からなかった。地元の盛り上がりにも、もう少し言及してほしかった。 

 

○   四国遍路の成り立ちなど、歴史的な変遷が明らかにされていないことが、国の史跡

指定を難しくしている要因のひとつではないだろうか。遍路道ひとつとっても、同じ

区間で道が何本もある場合もあって、どの道を指定すべき対象とするのか判断が難し

い。番組中、損壊した遍路道を住民たちが独自に修復する活動が紹介されていたが、

本来であれば、修復の前に学術的調査を行い、古くからの遍路道と分かれば、本格的



3 

な史跡指定を目指していく、といった道筋をとるべきではないか。地元の盛り上がり

は歓迎すべきものだが、住民と行政がもっと連携し、史跡指定をめざして効果的、積

極的に活動していく必要があると感じた。 

 

○   四国遍路の世界遺産登録にあたっては、お接待の文化という形のないものを、どの

ように遺産として認めてもらうのかが、ほかの世界遺産と差別化を図る最も重要なポ

イントだと感じた。また世界遺産には、手を加えずに後世に残していくという条件が

あり、便利さや快適さという開発要素が求められる観光との両立は難しいことがよく

分かった。今後、四国遍路という文化をどのように地域の発展へと結びつけていくの

か、四国の住人が当事者としてしっかり考えていく必要があると感じた。 

  

○   八十八か所の札所の中には、お寺の建物が新しく、文化財として登録できないもの

もあれば、修繕のことを考えて登録に懸念を示すお寺もある。また、遍路道も舗装さ

れ生活道路となっている場合、登録は難しいという。一部のお寺と遍路道に限ってで

も世界遺産登録を目指すというのであれば、観光客を呼び込もうという意図が見えて

しまう。八十八か所の巡礼は、お寺の建物が古かろうが新しかろうが、遍路道が生活

道路になっていようがいまいが、全く関係なく、脈々と受け継がれてきているし、今

後も遍路の文化は守られていくものと思う。世界遺産登録が、本来の四国遍路から外

れたところで努力しているような気がしてならない。そういう意味では、現状認識が

よくできる番組になっていた。この番組は、世界遺産登録が難しいと認識することを

目的に制作されているように思われ、登録推進関係者には、やや後ろ向きの企画とし

て受け取られるのではと感じた。また、番組では徳島県の取り組みの様子が全く紹介

されていなかった。世界遺産登録に向けての活動で、各県に温度差があることを暗示

しているようで残念に感じた。 

 

○   四国の人々の関心が高い世界遺産登録への取り組みについて興味深く視聴した。近

年、多くの団体や個人が、登録に向けた活動を始めているが、四国の人々の気持ちが

ひとつになり、四国遍路を守っていく活動が大きな渦となれば、簡単ではないが世界

遺産登録も不可能ではないと感じさせられた。四国全体を巡る道、札所、お接待とい

った四国の人々が受け継いだ文化には、世界遺産としての価値があると信じたい。こ

のテーマについては、四国遍路開創 1200 年とされる今年に限らず、ぜひ登録が実現

する日まで追い続けてもらいたい。 

 

○  スタジオのゲストで熊野古道の世界遺産登録に携わった和歌山県世界遺産センタ

ー長から、登録の端緒としてまずは国の史跡指定を目指していくこと、その際に社寺

や遍路道だけでなくお接待に関わる遺産をリストアップすることなどが提言されて
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おり、よく理解できた。その一方で、四国ではそれを誰が主体的に実現していくのか

を、もう少し具体的に示してほしかった。また、世界遺産登録までには、国の暫定リ

ストに入る段階、暫定リストの中から選ばれ世界遺産に推薦される段階、世界遺産に

選ばれる段階があり、それぞれのステージで求められる要件が違うと思う。番組では

違う段階の課題が一緒に紹介されていたが、まずは暫定リスト入りに向けての課題を

もっと整理して示してほしかった。そして、世界遺産登録推進協議会に参加している

主要な組織や団体のうち、どの組織がどの課題解決の役割を担っているのか、全体像

を示して欲しかった。ボランティアや個人任せでは登録に向け進んでいくのは難しい。

実際に史跡指定されれば、建物の所有者は現状維持や管理のために経済的にも重い負

担を背負わされる。それを乗り越えるためには、世界遺産登録に向けた道筋を具体的

に示し、四国全体が相当真剣に取り組む必要があるのではないかと考えさせられた。 

  

○  世界遺産登録の仕組みや道筋がコンパクトにまとめられ、理解を深めることができ

た。現在、積極的な取り組みを進める住民の姿と、お寺の建物が文化財となった場合

に修繕・改築などの自由度の低下や費用の問題からあまり積極的でない住職の姿は、

当事者間でも意識の差があることを示唆して興味深かった。また八十八か所霊場以外

の寺が世界遺産登録をどう評価しているか、さまざまな考え方をいかにまとめていく

かも考慮すべき課題だと感じた。文化財的価値の高いものは日本各地にあると思うが、

それをどのように残していくか、また経済的にどう支えていくかを今後考えていく必

要がある。そうした機運を盛り上げていくためにも、この問題については引き続き取

り上げてほしいと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

 今回の番組のねらいは、四国遍路が世界遺産登録に至るまでのプロ

セスにどんな障害があるのか、現状と課題を一般の人に向けて広く理

解してもらうことにあった。かなり厳しい現状を、まずはしっかりと

認識してもらうことが大切だと考えた。四国遍路は住民に支えられて

きた広範囲にわたる文化であり、だからこそ世界遺産登録にも地元の

盛り上がりが非常に大切になってくる。世界遺産について、登録され

ることが四国遍路の保護につながるのかどうかも含めて、四国の人々

に考えてもらう契機になればと思っている。 

 八十八か所を巡る 1400 キロの道やお接待の文化は、四国遍路が持つ

独自の「コンセプト」として評価されている。ただ、四国遍路そのも

のに国が指定する文化財が不足していることが、世界遺産登録に向け

た課題となっており、文化財保護法の要件を満たすものがどれだけあ

るのかを洗い出す作業に非常に苦労している状態だ。また、遍路道を
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住民たちがボランティアで修復している活動を紹介したが、道を残し

ていきたいという地元住民の強い思いを伝えるものとして取り上げた。

今後は、こうした活動を行政や大学と住民がどう連携して進めていく

かが課題になってくると考えている。 

 世界遺産登録について、責任主体や進んでいく段階をより明確に示

していくべきだとのご指摘があった。番組でどこまで紹介するかは、

主に誰に向けた番組かを考えて取捨選択していく必要があると考えて

いる。行政の担当者など、まさに世界遺産の登録に向けて動いている

人たちをターゲットにした専門的な番組であれば、登録のためのテク

ニック論を突き詰めていくことになると思うが、今回の番組は一般の

人に現状を知ってもらうことを目的にした番組なので、テクニックよ

り「問題の本質」を主題にして制作した。また文化財の維持管理につ

いて、当事者が感じる不安や戸惑いは番組を制作する上で大事にすべ

き部分だと考えていた。地元を挙げて世界遺産を目指そうという空気

になると、慎重な立場の人の声を取り上げにくくなる面もあるので、

当事者の言葉でその思いを伝えられたことは貴重だったと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月９日(金)のしこく８ 四国えかこと旅「ジャガー横田が愛媛久万高原町で丸太

を担ぐ」は、久万高原町の魅力をたくさん引き出してくれた、すてきな番組だった。

久万高原町の天体観測館で小惑星が観測できることや、農林業体験民宿でのまき割り

やピザ作り体験などが紹介され、どれもやってみたいと思うものばかりだった。また、

「幸せがすべて木に囲まれている」というジャガー横田さんのコメントは、木材の

町・久万高原町の魅力をよく表現していて、印象に残った。 

 

○  ６月２１日(土) のＥＴＶ特集「鬼の散りぎわ～文楽・竹本住大夫 最後の舞台～」

は、最後の舞台に挑む住大夫に密着した番組で非常によかった。老齢と病もあって、

「これで舞台は引退する」と言いながら、周りが止めるのもかまわず後進や一般に熱

心に指導を続ける。一方で、自分の芸がお客さんに満足してもらえるのかどうかいつ

も不安だと言う。万人から認められるほどの芸域に達してもなお尽きることのない探

究心に感銘を受けた。 

 

○  ６月２９日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ故宮  第２回「皇帝の宝 美の魔

力」は、歴史的にも貴重な文化財の数々を詳細に紹介したよい番組だった。一つの象
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牙をくりぬいて作られた超絶技巧の「象牙多層球」は、ドイツにまで取材に行き、そ

の造形の秘密に克明に迫っていた。そのほか３万６千冊もの写本によって編さんされ

た「四庫全書」が今に至るまで残されていることに驚き、多民族統治という政治的な

背景も紹介され非常に興味深かった。故宮博物館の魅力がよく伝わってくる内容だっ

た。 

       

○   ７月１日(火)の「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」の中で、閣議決定された集団的自衛権の行使

容認について取り上げた際に、ツイッターからの短文を画面上で紹介する演出に疑問

を感じた。国の方向を変えるような真剣に考えないといけない大きな問題について、

短い言葉による反応が次々と流れていく画面に違和感を覚えた。寄せられた意見をど

うセレクトして文字として出していくのかをもっと検討すべきだと感じた。 

 

○  ７月３日(木)の英雄たちの選択「明智光秀・本能寺への葛藤」を視聴した。本能寺

の変の真相についてさまざまな立場の人が専門的に分析してくれる興味深い内容だ

った。先月、長宗我部元親が織田信長に恭順の意を表したという手紙が発見され話題

になったが、ぜひこうした新しい発見も盛り込んだ番組を期待したい。 

 

○  ７月４日(金)

東京電力福島第 1 原子力発電所の事故で愛媛県に避難してきた家族の３年間を追っ

たドキュメンタリーだった。父親は、子どもが成人するまで愛媛で農業をして暮らす

ことを決断したものの、故郷・福島への思いから、四国に住む避難者を支援するＮＰ

Ｏの活動に次第に時間を割くようになり、愛媛の人たちに支えてもらってきた農業の

仕事がおろそかになってしまう。故郷を大切に思う気持ちと、目の前の生活との間で

揺れる思いが伝わってきた。ただ、ＮＰＯの活動の意義や重要性がそれほど紹介され

なかったため、そこまでのめりこむ理由が伝わりづらく、苦悩に共感しにくい部分が

あった。また、移住しているほかの人たちの活動の紹介があれば、さらに説得力があ

ったと思う。 

 

○  ７月８日(土)のプレミアムよるドラマ おわこんＴＶ（２）「ドキュメンタリーは

真実ですか？」（後編）を視聴した。「おわこん」は「終わったコンテンツ」の意味で、

若者のテレビ離れを逆手に取ったネーミングという。ドラマは、弱小テレビ番組制作

会社を舞台にテレビ業界を描いたものだ。ひねりを効かした展開の中に、業界のエピ

ソードが散りばめられ、明るいトーンながら、出演者の語るドキュメンタリーのあり

方などが本質をついていて、楽しませてくれたし勉強にもなった。脇役のアシスタン

ト・ディレクターたちも、業界の実像を浮き彫りにする役割を果たしていて存在感が

あった。 



7 

 

○  ７月１０日(木)の「ニュースウオッチ９」の長野県南木曽町の梨子沢で発生した土

石流災害の報道で、ヘリコプターから撮影された 112 枚の静止画をもとに作成された

土石流発生現場の三次元立体画像は、建物まで立体的に表現され見事だった。災害現

場について、このような立体画像を使った放送を初めて見たが、全体像を把握するの

に優れており、一般向けにもこうした立体画像を公開してほしいと思った。梨子沢で

は昔から土石流が発生しており、蛇が山をはって下る姿を思わせることから「蛇ぬけ」

と呼びならわしてきたことが紹介されていた。「白い雨が降るとぬける」、「蛇ぬけ

の前にきな臭いにおいがする」といった前兆現象について記した石碑についても紹介

されていたが、災害に関して石碑に残してあることは、命を守るため重要なものだと

いうことが伝わり、身近にある石碑を見てもらうきっかけにもなりよかったと感じた。

また番組では、梨子沢の土石流発生の様子を録画した国土交通省の映像が紹介されて

いた。土砂災害警戒区域に指定され、監視カメラまで置いて土石流の発生が警戒され

ていた川で、土石流検知センサーが設置されていなかったのか不思議に感じた。 

 

○  ７月１１日(金)の四国羅針盤「移住者を呼び込め～地域活性化の切り札となるか

～」では、過疎が進む高知県を舞台に、移住者を呼び込むことと定住につなげること

という２つのテーマを取り上げていた。番組の中で、せっかくやってきた移住者のう

ち５人に１人が半年で帰ってしまうことが紹介されていたが、実際に移住してみると

地域の行事や近所のつきあいなど煩わしいと感じられる面もあるだろうと共感した。

移住の難しさに焦点を当て、もっと重点的に取り上げたほうがよかったのではと思っ

た。 

 

○  ７月１１日(金)の四国羅針盤「移住者を呼び込め～地域活性化の切り札となるか～」

で、年間 700 人もの人が高知県に移住し、移住者の４分の３が４０歳以下の若者とい

うことを知り、驚いた。定住につなげるための課題は多いとはいえ、ミスマッチング

を減らしていけば、地方の人口減少に歯止めをかけることにつながるのではないかと

感じた。今回は高知県だけを取り上げていたが、四国全体でも移住者の問題を取り上

げ、継続取材してもらいたい。 

  

○   ７月１３日(日)のまだ間に合う！「軍師官兵衛」本能寺直前ＳＰ(総合 後 7:30

～8:00)は、その直後８時からの大河ドラマ「軍師官兵衛」のＰＲを兼ねた番組だっ

た。最近は、ピンポイントに見たい番組の見たいところを選んで視聴する人も多いな

かで、こうしたＰＲ番組が新しい視聴者の獲得にどれほど効果があるのだろうか。わ

ざわざ定時番組の「ダーウィンが来た！生きもの新伝説」をお休みして放送する必要

があるのか疑問を感じた。 
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ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 



1 

平成２６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、１６日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

９名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、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、「さぬきうどん融資課～香川発地域ドラマ～」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   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） 
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） 

 

＜「さぬきうどん融資課～香川発地域ドラマ～」      

(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ ５月２１日(水) 後 10:00～10:59)について＞ 

 

○   香川県のさぬきうどん店に融資を行う、ユニークな部署に転勤してきた銀行マンが、

うどん店主たちとの出会いを通じて成長していく物語だが、出演者に香川出身の俳優

や地元の人を多く起用し、撮影も実際の店舗や事務所を借りて行うなど、地域ドラマ

にふさわしい地元との密着性に好感が持てた。主人公を演じる桐谷健太さんの実直な

演技と、シンプルな演出がドラマのコンセプトにマッチしていた。また主人公が、「町

の人に育ててもらった」と語るうどん店主に触発され、他人の気持ちに寄り添えるよ

うになっていく変化もうまく描写されていた。ただ、うどん店の嫁しゅうとめ問題を

描いたエピソードが、主人公の成長ストーリーにどう絡んでいるのかが分かりにくか

った。またドラマは、あるうどん店の地元での営業存続を果たした主人公が、長年不

和だった、香川でカキ養殖を続ける父に会いに行こうとして終わるが、その家業の継

承がどうなったか描かれておらず物足りなさを感じた。 
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○   街頭インタビューでドラマが始まるのはユニークな演出だった。「あなたにとって

幸せとは？」という質問に対し、「家族と過ごすこと」という答えが大半だったこと

が、地方ならではの自然さが感じられ好感が持てた。ドラマでは主人公が「さぬきう

どん融資課」に配属となり、個性豊かな融資先相手に奮闘する様子を描いている。こ

の「さぬきうどん融資課」は香川に実在するのだろうか。石倉三郎さんが演じる主人

公の上司の言葉は深く、特に「うどん屋は町が育てる」というひと言は印象的だった。

さまざまな思いでうどんを作り、生活している人々を通して、お金よりも大切なもの

があることを教えてくれるドラマで、見終わった後、心があたたかくなった。 
 

○   一般の人へのインタビューから始まる演出は意外性があった。「家族が大切だ」と

いう答えが続き、最後に登場した主人公が「自分にとっての幸せは仕事での成功とお

金をもうけること」と答えることで、テーマが表現されていたが、ややストレートす

ぎる印象を持った。エンディングで流れた香川の人のたくさんの笑顔の写真は、うど

んのおいしさと家族の大切さをよく表現していた。ドラマ全体を通して、銀行の融資

が人の幸せを守り、事業者を育てるものであるということがよく伝わってきて、現実

の銀行もそうであってほしいと感じた。 
 

○   うどん文化をベースに、銀行員を主人公として経済的視点を織り交ぜながら、さま

ざまな家族のありようをテーマとした香川発らしい人情ドラマだった。後半の舞台と

なった小さな町の老舗うどん店「しげまつ」の描写の中にさりげなく出てくる常連客

が、実は地元のセメント会社の社長で、彼が会社の食堂のうどんを「しげまつ」に発

注することが、店の存続につながる筋立てはよく練られていると感じた。都心の支店

で何億円もの融資を手掛けてきた主人公が、香川では融資先の浮気調査や嫁しゅうと

めの仲裁を行う前半もおもしろかった。後半では「しげまつ」の移転をめぐって、苦

労して進めてきた融資が結局立ち消えになっても、上司にはとがめられなかった。銀

行の人間味がクローズアップされていたが、実際の銀行でこんなことが起こり得るだ

ろうかとも感じた。 
 

○   香川県のうどん店が激しい競争にある現実のなかで、うどん店を営む家族のさまざ

まな事情を描いており、リアリティーを感じるドラマだった。父親との確執で葛藤す

る主人公の心の変化が、短い時間の中で丁寧に描かれ、見ている側の心も和やかにな

っていくように感じた。また、主題歌も効果的にストーリーを盛り上げていた。映像

の中に、もう少し香川で撮影したことが分かる風景があればなおよかったと思う。 
 

○   このドラマでは「人生の幸せとは何か」という大きなテーマが描かれている。うど

ん店「しげまつ」の店主は、主人公に地元で店を続ける意味を問われ、「この町の人
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に育ててもらったからだ」と語るが、その後無理を重ねて体調を崩してしまう。店を

経営していく上でお金も大切だという現実と、自分の夢やこだわりを大切にしたいと

いう理想の間で葛藤する店主の思いが描かれていて考えさせられた。「しげまつ」の

店主は「町の人にただうまいうどんを食べさせる人生は小さい生き方かもしれないが、

それで十分幸せだった」と語り、「人生の生き方」や「地域で生きる意味」を問いか

ける。メッセージ性の強いドラマだが、香川の人々にとってのうどんがどのような存

在なのか、他の地域との違いは何なのかをもっと演出できれば、店主がうどんを作り

続ける意味や香川の地域性がより表現できたと思う。 
  

○   主人公は、親から受け継いだうどん店を地元で続けたいと願う店主に対し、当初は

融資による市街地への移転を勧めていたが、やがてそれをあきらめ、地元での営業が

続けられるよう支援するに至る。その経緯が、自らは親の仕事を継ぎたくなかった主

人公を通してよく描かれていた。さぬきうどん店が毎年７０店つぶれ、７０店新規開

業するという話が出ていたが、ドラマということで、どこまでが本当の話で、どこか

らが創作なのか、分かりにくい面もあった。また、主人公が銀行員の話し方ではない

ことが気になった。そのほか、銀行員がお店を手伝うのはよいが、衛生上問題はない

のかも疑問に感じた。もう少し細かな点に演出の配慮が必要ではないだろうか。 
 

○   「さぬきうどん融資課」というドラマのタイトルはインパクトがあって興味を引き

つけられた。銀行員をはじめ、エキストラとして地元の人がたくさん出演しているほ

か、音楽と主題歌に香川県出身のアーティストを起用するなど、地元のドラマとして

愛される番組に仕上がっていた。ドラマ前半はテンポが遅く少し物足りなさを感じた

が、後半になると物語の中に引き込まれていった。「人として、何が幸せか」を見る

人に問い直す、メッセージ性が高いドラマだった。欲を言えば、さぬきうどんのルー

ツや特徴、現状をもっと詳しく紹介してほしかった。また、人々がさぬきうどんをお

いしそうに食べるシーンをもっと見たかった。 
  

○  香川の主要産業のひとつというべきうどん店と銀行との関わりについて興味深く

視聴した。「さぬきうどん融資課」の上司が、主人公の心の変化をうまく表現し、幼

なじみが主人公とその父との関係を語るなど、限られた時間で主人公の背景が分かる

ように工夫されており効果的だった。うどん店「しげまつ」のエピソードでは、父が

残したうどん店を移転させるべきかどうか悩む店主夫婦の葛藤と、主人公の父に対す

る想いが重ねて描かれる。夫婦とのやりとりを通して主人公が「大切なこと」に気づ

き、夫婦の進むべき方向を確信し動き始め、最後には父との和解も予想させる。銀行

員は、お金を貸すだけが仕事ではない。人の思いや夢を大切にし、実現の手伝いをす

ることが重要だというメッセージを感じる番組だった。   
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○   ドラマチックな山場があるというよりは、淡々と進行していくストーリー展開に、

逆に引き付けられるものがあった。中でも主人公が１日の仕事を終えて戻ってくる単

身赴任先のアパートでの描写によって、さまざまな問題が身近に感じられた。また、

小さくなった父の背中に声をかけることができずにじっと見守るシーンは、非常に切

なく心を打った。主人公が、都会の生活で忘れかけていた「大切な何か」を確信した

名場面のように思う。音楽もシーンごとによく合っていたし、屋島の朝焼けの映像も

すばらしかった。地元のエキストラを起用することで、特有の空気感が出ていた点も

よかった。方言やうどん以外にも、香川から全国に向けて多くの発信ができたのでは

ないかと思う。見るたびに違う発見や深みを感じるドラマで、さまざまな価値観や幸

福の形があることを考えさせてくれる番組だった。 
 

（ＮＨＫ側） 

 今回のドラマは、ＮＨＫ高松放送局開局７０周年記念として制作し

たもので、香川の人々が納得できるリアリティーが大切だと考えてい

た。ドラマで描いた「さぬきうどん融資課」は、ある銀行の高松市内

に実在する部署がモデルになっている。何度も取材を重ね、「さぬき

うどん」が香川の地域経済の中でどのように成立しているのかを表現

したつもりだ。ただ、実在するモデルがあることが伝わるよう、もう

少し演出を工夫すべきだったかもしれない。 
ドラマ冒頭のインタビューは香川県内で実際に撮影したものだ。い

ちばん多かった「家族が大切」という答えには、香川の地域性が現れ

ているように思う。インタビューで多かった答えをスタートに持って

くることで香川らしさを表現できると考えた。 
「さぬきうどん融資課」は実在する銀行の部署をモデルにしており、

ドラマの中の３つのうどん店のエピソードも実際にあった話をもとに

脚本が書かれている。多くの銀行を取材する中で「融資とは人の幸せ

を守る、事業者を育てるものである」という考え方が、共通してある

ことを知った。融資が立ち消えになっても上司にとがめられないシー

ンは、ドラマだからという訳ではなく、取材を通して実感した銀行員

の思いを元に作られたストーリーになっている。 
ドラマの最後は、今後どうなっていくのか分からないようになって

いるが、せりふですべてを語るより、主人公の晴れ晴れとした表情で

終わりたいと考えていた。主人公たちの今後は、ドラマを見ている人

に自由に想像してもらえればよいと思ったし、そうした余韻を楽しめ

るのもドラマのよいところではないかと感じている。 
香川県でどれほどうどんが愛されているのか、伝えきれなかった部
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分もあったと思う。まずはヒューマンストーリーとして人の心に刻ま

れるドラマを作りたいという思いがあり、さらに香川で愛されるうど

んの世界も紹介したいと考えていたが、限られた時間で両方を満たす

のは難しい部分もあった。ただ、ドラマを見終わった後あたたかい気

持ちになってもらえたのであれば、ひとつの目標は達成できたように

思う。 
香川のうどんは、単に観光客向けに作っているのではなく、地元の

人のために作っているからこそ、一過性のブームに流されず現在まで

続いてきているのではないだろうか。地元の人に愛され食べられてい

るところが他の産品とは違うと感じている。うどん店「しげまつ」の

店主が、地元に残って店を続けたいと考える背景に、そうしたうどん

の地域性が見えてくるような演出・構成ができれば、香川発ドラマと

しての特色をさらに打ち出せたように思う。主人公の話し方は、「大

西鉄平」というキャラクターを表現することに重点を置いていたが、

銀行員らしさも、もう少し表現できればよかったと思う。 
 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月１５日(木) のニッポンぶらり鉄道旅「“プチぜいたく”高松琴平電気鉄道」(Ｂ

Ｓﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 7:30～7:59)は、高松の定番の観光地を“琴電”で訪ねて回る番組だっ

た。旅人の高橋光臣さんが自然な雰囲気で、のんびりと町の魅力を紹介していて好感

が持てた。番組では志々島も訪ねていたが、ほかの観光地に比べると知名度が低く、

琴平電気鉄道の沿線ではない場所だったので、鉄道旅として紹介することに少し違和

感を覚えた。 

 

○  ５月２４日(土)の目撃！日本列島「届かないハガキに綴（つづ）る思い」は、瀬戸

内国際芸術祭で香川県三豊市の粟島に設置された作品「漂流郵便局」とそれを利用す

る人の思いを描いた番組だ。誰にも言えない思いを「漂流郵便局」に寄せるさまざま

な人を取り上げていた。瀬戸内国際芸術祭が終わった後も、“人々の思いが流れ着く

場所”という作品のコンセプト通りに運営され続けていることを知り、感動した。 

 

○   ５月３０日(金)のＮＨＫスペシャル「防潮堤 ４００キロ～命と暮らしを守れるか

～」(総合 後 10:00～10:49)は、東北を次の津波から守るため巨大な防潮堤を作って

安心・安全を得ようとする行政側と、海岸の景観保護と漁業・観光業などのなりわい

を考え作らないでほしいとする住民側とのやり取りを扱った番組で、考えさせられた。

岩手県宮古市田老地区で昭和三陸地震津波の後に最初に作られた防潮堤は、明治三陸
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大津波の高さには対応しておらず、津波を斜めに受け流して逃げる時間を確保するた

めのものだったとされている。その後さらに海側に防潮堤が作られ、２重の防潮堤が

あることで安心してしまい、逃げずに命を落とした人がいたという。防災教育を繰り

返すことの重要性がよく分かった。 

 

○  ５月３０日(金)の団塊スタイル「新時代のスポーツ参加」ではスポーツボランティ

アの活動や現状が詳しく解説され、東京オリンピックに向けての展望などを紹介して

いた。たくさんのボランティアのおかげで、選手たちは集中して試合に臨める。愛媛

では、３年後に国体を控えているが、大会を成功させるためにスポーツボランティア

は欠かせない存在だ。シニアに限らず、より広い世代の人たちにスポーツボランティ

アのことを知ってもらえる番組を期待したい。 

 

○  ５月３１日(土) のＥＴＶ特集「学ぶことの意味を探して～神田一橋 通信制中学

の歳月～」は、戦後の混乱の中で中学校に通えなかった人たちが通信制中学に通って、

学ぶことの意味を知っていくという感動的なドキュメンタリーだった。今年７２歳で

通信制中学を卒業した２人は、学べなかったことに対する負い目を感じながら生きて

きたという。虚無的な人生を送ってきた者が、学校で一緒に学ぶことによって人との

関係も築けるようになっていく。「学校へ行くと青春になる」という女性の言葉もと

ても印象的だった。５年間にわたり非常に丁寧に取材されたよい番組だった。言葉が

無感情や虚無感の海から生きる力をよみがえらせていくことを深く感じさせられた。 

 ６月１４日(土) のＥＴＶ特集「本当は学びたい～貧困と向き合う学習支援の現場

から～」は、今の若い人たちが貧困のために学ぶ機会を失われていく現実と、支援し

ようとしている人たちの努力を取り上げていた。生きることに一生懸命で勉強が二の

次になってしまうという、戦後の混乱期と同じような教育を受けられない現実が、現

代の若い人たちにもあることを知り衝撃だった。 

６月１５日(日)「それいけ！俳句キッズ」(総合 後 1:50～2:50 愛媛県域)は、子ど

もたちが自分たちの言葉で生き生きと表現する様子を見て元気をもらえた。言葉の表

現は人間にとって欠かせないもので、その機会は奪ってはいけないものだと強く感じ

た。 

 

○  ６月１日(日)のＮＨＫスペシャル ミラクルボディー サッカー・ＦＩＦＡワール

ドカップ 第１回「ネイマール “変幻自在”の至宝」と６月８日(日)のＮＨＫスペ

シャル ミラクルボディー サッカー・ＦＩＦＡワールドカップ 第２回「スペイン

代表 世界最強の“天才脳”」は、世界のトッププレーヤーをさまざまに分析した番

組だった。信じられないような身体能力の高さに驚きの連続だった。スポーツの天才

プレーヤーに興味がある人は多いだろう。こうした番組を見た子どもたちの中から、
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将来活躍する選手も生まれるかもしれない。ワールドカップが始まる前の盛り上がる

タイミングでよい番組を見せてもらった。 

       

○  ６月５日(木)の英雄たちの選択 シリーズ 戦国合戦の謎（１）「長篠の戦い 戦

国最強・武田軍はなぜ敗れたか？」を視聴した。合戦の様子を描いたことで有名な「長

篠合戦図屏風」とは別の「長篠合戦図屏風下絵」を取り上げ、これまで考えられてき

た戦い方と異なる説を展開する部分は特に興味深かった。さまざまな分野の専門家が

多様な視点で戦国時代の戦いを論じており、非常に興味深い番組になっていた。今後

も期待している。 

 
○   ６月６日(金)の阿波スペシャル「負けても前へ！ヴォルティスの未来」(総合 後

8:00～8:43 徳島県域)は、四国初のＪ１チームとなった徳島ヴォルティスの進む道を、

３人のゲストとともに考える番組で、地域クラブのあるべき姿を問いかけてくれた。

試合の勝敗に関わらず応援してもらうためには、徳島の県民に地元のチームとして愛

されることが重要だとよく分かった。 

 

○   ６月７日(土)のＮＨＫスペシャル「攻め抜いて勝つ～日本代表“新戦法”への挑戦

～」(総合 後 9:30～10:19)は、ＦＩＦＡワールドカップブラジル大会を前に、日本

代表の課題と戦略が非常に分かりやすく紹介されていた。コート上にラインを表示し

たり、ＣＧを活用するなど視覚的にも工夫がされていた。サッカーは攻めと守りの戦

術バランスが非常に重要なスポーツだということや、選手や監督が自分たちのサッカ

ーの何を課題と捉えているのかよく理解できた。 

 

○  ６月１４日(土)の土曜ドラマ ５５歳からのハローライフ（１）「キャンピングカ

ー」は身につまされるストーリーで、期待通りの秀作だった。ドラマの初回は、退職

金の一部でキャンピングカーを買おうとした男性が、喜んでくれると思った妻に、今

後の蓄えへの不安などから難色を示され、再就職を試みてもうまくいかず、心身の不

調を来すストーリーだった。どこにでもありそうなシリアスな展開の中に、主人公の

意識が映像ならではの幻想的な心象風景の形でふんだんに組み込まれ、深みのある番

組になっていた。心象風景のシーンに登場し、意識を引き出す役割を果たしていた謎

の人物が、実は主人公を診察した心療内科医と最後に分かる構成も凝っていた。次回

以降も楽しみだ。 
 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２６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、１９日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

１０名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２５年度四国地方向け放送番組の種別ごとの放送時間」につ

いて、報告があった。 

続いて、６月の番組編成、放送番組モニター報告および視聴者意向についてそれぞれ

説明があった。次に、うまいッ！「強いうまみに築地も注目“養殖マダイ”～愛媛・宇

和島市～」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） 

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） 

 

＜うまいッ！「強いうまみに築地も注目“養殖マダイ”～愛媛・宇和島市～」       

(総合 ５月４日(日))について＞ 

 

○   明るい雰囲気で日曜の早朝にふさわしい番組だった。これまで養殖は天然のものに

比べて味が落ちるイメージがあったが、養殖だからこそできる質の向上に挑戦してい

ることが分かり、今後の可能性を感じた。番組では、主に１つの業者を取り上げてい

たが、1,000 を超える業者が養殖に取り組んでいるとのことなので、他の業者の独自

な取り組みも、できれば見てみたかった。また、瀬戸内の自然の豊かさをもう少し盛

り込めば、一層養殖マダイへの期待が高まったと思う。 
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○   マダイの養殖にかける愛情や努力、工夫などが分かりやすく紹介されていた。ただ、

画面の右上のスーパーが小さいため読みづらく、気になった。また解説者の「天然の

タイはグラデーションで味わう」という発言の意味がよく分からず戸惑った。もう少

し分かりやすい表現となるよう、フォローがほしかった。 

 

○   おいしそうなマダイの映像に加え、テンポのよいナレーションで番組が始まり、朝

からさわやかな気分になった。またスタジオにブランドマダイをずらりと並べてアピ

ールする演出は圧巻だった。トラックで運搬する際に、マダイを縦に並べて管理する

映像もインパクトがあった。ただ、解説者の話し方のテンポが速く、聞き取りづらい

ところがあり残念だった。専門的な話が紹介されることは非常によいが、高齢者の視

聴者も多いと考えると、もう少し丁寧にゆっくりと話してほしいと感じた。 

 

○   ブランドマダイの種類の多さ、ユニークなネーミングに驚いた。1,000 を超える養

殖業者が、それぞれに独自の工夫を凝らしてきた結果、日本一と言われる養殖マダイ

が愛媛で生産されていることに誇りを感じた。温度や酸素濃度をチェックし、魚の体

調を考えながらエサを用意するなど、職人が強いこだわりを持ち真剣勝負で取り組ん

でいることが伝わってきた。手塩にかけた養殖マダイだけに、天然のマダイとの違い

を番組の中で紹介してもらえればなおよかったと思う。 

 

○  早朝の番組らしく、明るくテンポのよい進行で楽しく視聴した。養殖マダイ生産者

の自信と愛情に満ちた仕事ぶりが非常に印象的だった。人の手をかけることで、品質

を高めていくという考え方が、明確に伝わってきた。技術があるからこそ、養殖だか

らこそ行きつける極みがあることを教えられた。また、アナウンサー、ゲスト、解説

者の役割分担も適切で、無駄のない進行だった。特に、解説者のコメントは、「育て

る喜び」「技術力の大切さ」「採算性」「天然ものと養殖ものとの共存」など、重要

なポイントが確実に抑えられていて、視野を広げてくれた。現地取材の様子を担当す

るリポーターは明るく、若々しかったが、もう少しきちんとした言葉づかいで伝えて

ほしい。  

  

○   消費者の要望に応えるために、マダイの成長に合わせてエサを変え、出荷の際も魚

を傷つけないよう個室で輸送するなど、生産者の努力に感心した。この番組を見た視

聴者は養殖マダイを食べたいと思ったことだろう。変わる養殖の世界や、人の手でお

いしい魚を作る努力が伝わってきた。エサによって名前の違うブランドマダイは２０

種類以上あり、スーパーでは生産者の顔を出して販売している。こうした販売店での

工夫にも触れてもらいたかった。 
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○  天然と養殖の違いや、養殖の歴史が示され、養殖業者の努力が具体的に伝わってき

た。各テーマの時間配分も適切で理解しやすい構成だった。また、出演者の明快な解

説とチームワークの良さに感心させられた。地域とその土地の物産を合わせて紹介し、

地域活性化にもつながる内容だった。ただ単に、「うまい」「おいしい」で終わる食

べ物の番組ではなく、多岐に渡る話題を提供していた。 

 

○  「食を支える人と産地を応援する」という番組の目的がしっかりと果たされていた。

宇和島の養殖マダイの現状と、今後の事業の可能性をしっかりと知ることができたが、

ほかの地域の養殖とどのような違いがあるのかも紹介されていれば、さらによかった

と思う。解説者の話は分かりやすく、養殖と天然の楽しみ方の違いや、肉と同じよう

に魚も品質によってランクがつけられる日が来るのではないかという今後の見通し

も説得力があった。養殖は、姿や味のよいものを安定的に提供できる。近年、漁獲高

が減少している中で、「育てる漁業」である養殖の優位性を紹介したことは、示唆に

富んでいた。日曜の早朝に放送されている番組だが、もう少し見やすい時間を検討し

てもよいのではないか。 

 

○   日よけネット、エサの配合などの創意工夫によって、天然ものに負けないおいしい

マダイを養殖し、いくつものブランドマダイが存在していることを初めて知った。よ

いマダイを育てるために挑戦を続けている姿はすばらしい。また、積極的に市場開拓

するために、仲卸業者に養殖現場できれいなマダイを見てもらい、おいしい刺身を食

べてもらう努力までしており、自らのブランドを保つためとはいえ、その研究心・向

上心には頭が下がる。食材ハンターと称する若いリポーターがマダイの刺身を食べる

シーンは、やや説得力不足だった。料理人か、年配の食通の人の方が言葉に重みがあ

ったと思う。  

 

○   おいしい養殖マダイを安定して生産する体制作りや、流通に至るまでの徹底した対

応などは、まさにプロフェッショナルの取り組みであり、ビジネスの観点からも見ご

たえがあった。愛媛は農業にしても農地が狭く、さまざまな工夫を凝らして質でマー

ケットに訴えていこうとしているが、この姿勢は水産業にも共通するところがある。

番組で紹介されたような経営的な取り組みをしている生産者と、そうではない生産者

とでは売り上げや収益にどのような差があるのかといった例示もあると、より説得力

があったと思う。愛媛の生産者を含め、地元の人にも見てほしい番組なので、さらに

見やすい時間帯での放送を希望する。今後、世界規模では人口は急激に増加していく。

食糧問題は非常に重要であり、その中で養殖は大切なテーマとなっていくだろう。一

方で、養殖を広げようとしても漁業権の問題など課題も多い。地域にとっても大切な

テーマとなる養殖について、今後も課題を提起し追いかける番組を期待したい。 
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○  ミカンに比べるとまだまだ知られていない愛媛の養殖マダイの魅力をあますこと

なく発信した番組だった。養殖は天然ものに劣るというイメージが定着していると思

うが、生産者のたゆまぬ努力で品質が飛躍的に向上している事実を視聴者に届けてお

り、四国を元気にする作品だと感じた。エサの中身と与え方、水温、フンのチェック

や日よけ対策といったいけす管理、出荷時の選別、卸業者らへのＰＲなど細かな配慮

には説得力があり、味、姿、形の３拍子そろった養殖マダイに懸ける情熱がひしひし

と伝わってきた。スタジオでは、マダイ養殖の歴史や養殖漁業の可能性、天然ものと

の違いなどを分かりやすく解説していて、「おいしい」と連呼するだけのグルメ番組

と異なり、養殖マダイの知識も学べる構成になっていた。場面によって６種類用意さ

れた画面右上のスーパーも効果的だった。なお、放送時間が日曜の早朝とあって、視

聴者の比率で若い人が多いとは考えにくいが、若手の食材ハンターはともかく、アナ

ウンサーも「ガツンと来る」といった若者言葉で養殖マダイのうまさを表現しており、

視聴層とずれを生じるのではないかと気になった。 

 

（ＮＨＫ側） 

 解説者の「グラデーションで味わう」という表現は、天然のマダイ

が季節やエサによって味が左右されることから、季節感や産地の違い

による微妙な味の違いを楽しむという意味で使われたのだと思うが、

ふだん使わない言葉だけに伝わりづらかったかもしれない。解説者は

漁師を経て水産庁に入り、水産業の振興を各方面から推し進めている

ユニークな人物だ。養殖業についての知識が深く、漁業界の中での養

殖のあり方ということに関して、広い視野で的確に情報を提示しても

らえたと思う。 

画面の右上のスーパーが小さいとのご指摘があったが、最近は大画

面で見る人もいれば、スマートフォンで見る人もいるので、どのサイ

ズが適正なのか判断が難しい。大きすぎると画面を邪魔してしまい、

小さすぎて見えなければ意味がないので、日々探りながらやっている。

リポーターや司会者の言葉づかいについては、親しみやすく、かつな

れなれしくならないようにバランスをとる事が大切だと考えているが、

ちょっとしたひと言で話が膨らんだり、印象も変わったりするので、

撮影するときはもちろん、どの言葉を切り取るのか、編集の段階でも

気をつけたい。 

世界の漁業という話が出たが、番組を見た視聴者からの問い合わせ

の中に、イギリスから「養殖指導に来てほしい」という話があったと

聞いている。世界から認められるほど、愛媛の養殖技術が高い水準で
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あることに驚き、また誇らしく感じている。 

今回の番組は、養殖の新しいイメージを伝えるということが最大の

目的だったので、それが成功してよかったと思う。愛媛県の養殖や、

海外への輸出といったことは、経営的な要素も含めて追いかけるべき、

重要なテーマだと思うので今後も注目していきたい。 

日曜の早朝という放送枠であるが、この番組はもともと第一次産業

の人たちに向けた情報番組という位置づけで始まったと聞いている。

畑や漁に出る前に見てもらい、生産者や漁業者それぞれの取り組みを

情報として提供することが根底にある番組だ。ただし、今は一般の視

聴者に向けた情報番組という面も大きいので、もう少し見やすい時間

に放送してほしいというご意見は伝えていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   ４月２０日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ 廃炉への道 第１回「放射能“封

じ込め”果てしなき闘い」(総合 後 9:00～10:13)では、東京電力福島第一原子力発

電所の事故から３年たってもいまだに分からない原子炉の内部の様子を探るため、ロ

ボットを製作していることが紹介されていた。ようやく周囲の汚染状況が明らかにな

り始めたばかりで、原子炉内部の様子を把握するにはまだまだ時間がかかりそうだと

いうことがよく分かった。今後は、格納容器を水で満たし、溶けて固まった硬い燃料

デブリを深い底から少しずつ取り出さねばならず、作業の困難さはアメリカのスリー

マイル島原子力発電所以上だという。４０年ですべての取り出しを完了させるのはと

ても無理と思われた。今後、廃炉工程表で進捗状況が明示され、福島県の人たちにと

って将来の希望が見えることを願う。 

 

○  ４月２８日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「特別編 泳ぎ続ける、真実～

北島康介 ３００日の記録～」を視聴した。想像を超える苦労を経験しながら現役を

続ける北島選手が、今追い求めるものは何かを探る番組だった。北島選手はオリンピ

ックで４つの金メダルを獲得し、メダリストだけが味わえる興奮や感動を経験した一

方で、屈辱や葛藤とも戦ってきた。周囲の期待が重圧となり競技に集中できないこと

もあったという。それでも、世界を目指して戦い続け、現在も進化を続ける北島選手

だからこそ、若い選手に伝えられることがある。番組の中にも、北島選手からのメッ

セージがたくさん込められていた。特に「好きで始めた水泳だから、終わるときも好

きで終わりたい」というひと言は印象に残った。 
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○  ５月４日(日)の日曜美術館「世界を驚かせた 北斎漫画」は非常におもしろい番組

だった。実際には平面で描かれている「踊る人」や相撲取りの様子を、動くアニメー

ションに仕立てるテレビならではの演出は衝撃的だった。アニメーションにすること

で北斎の描写力がよく分かり、江戸の文化の豊かさが伝わってきた。 

 

○  ５月５日(月)からシリーズで放送していた、まる得マガジン「お気に入りを長く着

る 衣服のつくろい術」を視聴した。さまざまな服のつくろい術を紹介していたが、

色あせやしみで汚れてしまった洋服をすぐ捨てるのではなく、別の色に染め変える手

法が興味を引いた。番組では、実際に染める手順が分かりやすく紹介され、テロップ

の流れる速度や説明のナレーションも、メモが取りやすいように工夫されているので、

気軽に挑戦してみようという気持ちになる。本放送と再放送の放送時間も、特に主婦

層が、家事や育児が一段落した時間帯に設定されていて見やすいと思う。 

 

○  ５月６日(火)の大人ドリル「今さら聞けない…集団的自衛権の“いろは”」(総合 後

6:10～6:44)は、集団的自衛権の問題を多様な視点で分かりやすく説明していた。出

演者が賛成・反対の意見を発言していたが、全く知識のない人も集団的自衛権への理

解を深めることができる内容になっていた。一方、５月１６日(金)のＮＨＫスペシャ

ル「集団的自衛権を問う」(総合 後 10:00～11:13)は、討論番組にもかかわらず議論

が進展していかない印象を受けた。議論自体が非常に専門的で、それぞれの意見の主

張に終始し、何が問題点となっているのかが最後まで伝わってこなかった。いろいろ

な意見がある問題だと思うが、もう少し分かりやすく、丁寧に追いかけていく必要が

あるのではないか。 

 

○  ５月６日(火)のイッピン「変幻自在！カラフルに輝く布～山梨 甲州織物～」と５

月１４日(水)の再放送でイッピン「薄くてしなやか 極上の紙～高知 土佐紙～」（Ｂ

Ｓﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 0:30～0:59）を視聴した。日本の伝統技術をしっかりと紹介した番組で、

映像からは伝統のすばらしさが伝わってくる。技術が受け継がれ、今後も継承されて

いくことの重要性を感じる。甲州織物の繊維を混ぜてしわを寄せる技術や、高知の

0.03 ミリという和紙の薄さには驚いた。番組そのものが日本のよいものを後世につ

ないでいく役割を果たしていると思うので、今後も続けてほしい番組だ。 

 

○   ５月７日(水)放送のにっぽん紀行「ふたりの散歩道～瀬戸内 弓削島～」(総合 後

7:30～7:54.30)は都会で挫折して愛媛県上島町の弓削島にＵターンし、認知症のお年

寄りの介護施設で働く若者とお年寄りとのふれあいを描いた温かな番組で印象に残

った。番組は、過疎高齢化が進む瀬戸内の島で施設が若者の貴重な就職先になってい

る状況を浮き彫りにしつつ、２１歳で就職半年の若者が元航海士の入所者との距離を、
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海への散歩などで縮めていく様子を力みなく描いていた。穏やかな瀬戸内海に囲まれ

た島の風景もちりばめられ、効果的だった。案内人の前半の語りは後半への伏線にな

っているとはいえ、やや辛口に感じられた。 

 

○   ５月７日(水)の「プロジェクトＱ」（総合 後 8:00～8:43）は、ヒット商品の開発

の裏側が紹介され、興味深かった。番組のナレーションは田口トモロヲさんが担当し

ていて、かつての「プロジェクトＸ～挑戦者たち～」をほうふつとさせた。ヒット商

品を生み出すには、調査や試行錯誤を繰り返すことに加え「絶対にあきらめない」と

いう強い思いが必要だ。過去の成功の物語は自分たちの背中を押してくれる。今後も

続けてほしい番組だ。 

 

○  ５月９日(金)のしこく８ 四国えかこと旅「ジャガー横田が愛媛久万高原町で丸太

を担ぐ」は、久万高原町の魅力を丸ごと取り上げた内容になっていて好感がもてた。

高齢者の人々の笑顔が印象的だった。今後も過疎地を元気づけ、活性化につながるよ

うな番組を期待する。 

 

○   ５月１０日(土)のＥＴＶ特集「発見！謎の金銅製馬具～古代日本と朝鮮半島の交流

史～」を視聴した。番組は、福岡県にある船原古墳で、新羅から贈られたと見られる

金銅製の古代馬具が出土したことから、古墳時代の朝鮮半島と日本の交流を描いてい

た。当時、新羅と倭国は緊張関係にあったとされていて、新羅製の馬具が九州から出

土したことはこれまでの歴史の常識を覆す発見として注目を集めた。番組では、明快

な資料を提示し、韓国と日本の学者の対談も盛り込みながら分かりやすく説明し、説

得力のある内容になっていた。番組の最後で韓国の学者が「自分の国の歴史は東アジ

ア史という大きな視点の中で考えるべきだ」とし、古代の東アジア史を理解すること

こそ、今と未来の東アジアをどうすべきか考えていく大事な手がかりになると結んで

いたが、非常に納得した。今回の発見のように、これまで考えられていた歴史と異な

る交流史を追究していくことの重要性を感じた。 

 

○   ５月１７日(土)の「バルテュスと彼女たちの関係」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～10:29)

は、俳優の豊川悦司さんが美術調査員となってバルテュスゆかりの土地を訪ね、バル

テュスがモデルとして描いた女性たちを調べていくというドラマ仕立ての番組だっ

た。この番組を見て、バルテュスの作品は、バルテュスの人生そのものだったという

ことが理解できた。バルテュスの人生ドラマと、美術調査員の調査の足跡を見つめる

ドラマが、最後にうまく交差する演出も魅力的だった。この番組でバルテュスについ

て一層理解が深まり、作品に対するイメージをさらに膨らませることができた。 
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○  土曜ドラマ「ロング・グッドバイ」は、放送が待ち遠しくなるようなドラマだった。

特に最終回は期待以上の出来だった。自分が信じたことを貫く主人公がとても魅力的

に描かれ、今の日本が求める憧れの人物像を投影しているようにも思われた。同じ主

人公で、シリーズドラマとして復活させてほしい。すばらしいキャストに加え、セッ

トや小物、照明、音楽、すべての演出が芸術的なドラマだった。 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 



1 

平成２６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、２１日（月）、ＮＨＫ松山放送局において、

７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、地方発 ドキュメンタリー「終夜フェリーがつなぐもの

～徳島・和歌山 航路～」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   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） 

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） 

 

 

（主な発言） 

 

＜地方発 ドキュメンタリー「終夜フェリーがつなぐもの～徳島・和歌山 航路～」 

(総合 ３月２５日(火))について＞ 

 

○   番組は、徳島と和歌山を結ぶ南海フェリーを利用する人たちと、フェリーを守ろう

とする従業員の努力に焦点をあてたもので、活魚の運搬など今もフェリーを必要とし

ている人がいるということがよく分かった。淡路島を抜ける高速道路に客を奪われた

とはいえ、トラック・乗用車のドライバーにとっては貴重な仮眠・休憩の時間となる

ため、その存在はありがたいものだ。ただ、利用者が少ないという印象を与えすぎて

いて、フェリーは消えゆく運命にあると視聴者が納得してしまいそうに描かれていた

点は残念だ。番組では、乗客が少ない時期に撮影したのではないだろうか。観光シー

ズンには、もっと大勢の客が利用している。番組によって、南海フェリーを応援して

もらえるのは利用者にとってはありがたいことなので、経済的であることなど、フェ

リーの優れた点ももっと紹介してもらえたらよかったと思う。 
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○  徳島と和歌山を結ぶ南海フェリーの厳しい現実が伝わってきた。赤字が続くローカ

ルフェリーだが、それでもフェリーがなければ困るという声が存在する。その背景に

あるフェリーのよさが利用者の声だけでなく、もっと具体的に描かれていれば、もう

少し前向きな終わり方ができたのではないかと思う。例えば、時間はかかるが、遅い

時間に本州・四国に渡れるという点はフェリーの利便性のひとつだろう。忙しい現実

社会だからこそ、“フェリー時間”という特別な時間は体や心を癒やす時間でもある。

フェリーの運航がこれからも継続されていくことを願う。 

 

○  島国四国になくてはならない航路が本州四国連絡橋開通後、存続に苦闘する中、徳

島・和歌山間のフェリーを軸に、長年利用する客それぞれの日常やフェリーを支える

人たちの思いを描いた温かな余韻の残るドキュメンタリーだった。まず登場する愛媛

県宇和島市の活魚運搬車のドライバーは、長時間家を空け寂しい思いをしている家族

を含め、みんなでがんばっていると自分に言い聞かせながら過酷な長距離運転をこな

しており、家族のつながりの強さを強く感じさせてくれた。さらに脳こうそくで長時

間の車の運転ができなくなった建設会社社長を取り上げ、和歌山の営業所と行き来す

るための貴重な公共交通機関の役割を浮き彫りにした。また毎週金曜日に母の介護で

香川県へ帰省する息子の行動からは、親子のきずなを大切にするひたむきさが伝わっ

てきた。常連の運転手のトラックが遅れる連絡が入ると数分なら待つというエピソー

ドも、地方ならではの融通の利く温かな計らいで、“高速化”だけが地方の暮らしに

役立っているのではないという番組のコンセプトを補強する材料として効果的だっ

た。 

 

○  ５０数年の間に激しく変貌してきた経済・交通事情に翻弄されながら、今も貴重な

足として人々をつないでいるフェリーの様子がよく描かれていた。トラック運転手、

港湾工事会社の経営者、親の介護のために往復する人、一人一人の様子が丹念に、し

かも淡々と描かれていることでかえって心に迫ってきた。フェリーを運航する側も、

単なる効率や経済性だけで運営されているのではない。燃料費を少しでも抑えるため

に、船のスピードを落として航行時間を長くするなどの工夫も、フェリー会社の経営

のためだけでなく、フェリーの利用者のために少しでも長くフェリーを存続させたい

との思いから起こっている、まさに地域の“足”としての使命感がその背景にあると

いうことなのだろう。車の便利さが進む一方で、その恩恵にあずかれない人々にとっ

て便利な足が奪われていく現実と、それにあらがおうと踏ん張る人々の姿は、まさに

効率優先の現代の縮図だ。 

 

○  終夜フェリーを利用する乗客たちのそれぞれの人生と、船でなければならない事情

が描かれたよいドキュメンタリーだった。３０年前には瀬戸内海に２２あったフェリ
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ー航路が、現在は７航路にまで減り、利用客も減少している。このような状況の中で

航路を維持するためにスピードを落としてコスト削減に努力するなど、地方の人々の

暮らしを支えるために運航を続ける姿勢に感銘を受けた。また、番組の最後の「きょ

うより明るいあしたを信じて船に乗り込みます」というナレーションは印象的だった。

厳しいフェリーの現状を励ますような番組になっていた。 

 

○  かつては四国と本州の大動脈として、重要な役割を担っていた南海フェリーだが、

乗客の少ない船内の状況を見れば、赤字続きであることはすぐに実感できた。それで

も船でなければならない事情をもつ人々に寄り添いながら運行され続けているフェ

リーだけに、厳しい経営状態が痛ましく思われる。従業員が減れば、一人の従業員の

仕事は増えるが、それを苦にせず働く甲板手や、新たに別の航路から移った機関士の

働きぶりには敬服のほかない。しかし、番組は厳しい実態の報告で終わってしまった

ように思う。全体が切ない場面の連続で、見終わったあとで空虚さだけが残り、安堵

感も救われるものもなかった。難しいテーマではあったが、もう少し明るい光も描い

て欲しかった。 

 

○  本四連絡橋が無く、飛行機が一般的でない時代にフェリーは大きな存在だった。四

国の多くの人は共感を持って今回の番組を見たのではないだろうか。ただ、この番組

の最後のまとめ方には疑問が残った。制作者は何をこの番組で伝えたかったのだろう

か。四国と他地域とを結ぶ海上交通は、大きく減少している。産業面では、大型加工

物が橋を渡れないため、四国から本州へ加工拠点を移さざるを得ないケースも生じて

いる。日本が島国である以上、災害対策や防衛などの面からみても、海上交通の安定

確保は大きなテーマだ。また、高齢化が進む中で、物流を担う大型トラック運転手の

構造的不足が予想され、鉄道や海上輸送の役割が見直される時代も想定される。こう

した点を考えると、今回の番組はやや感傷的、ノスタルジックに終わってしまったよ

うに思う。「本四架橋が奪ったもの、作り出したもの」など、その先にある、もっと

多様な視点での問題提起もお願いしたい。 

 

○   この番組では、本四架橋や高速道路の整備により、四国経済の活性化と社会基盤の

充実が図られる一方で、これらの影の部分である、利用客の減少により赤字となって

いる終夜フェリーの状況が描かれていた。また、四国から本州に活魚を運ぶトラック

運転手と、港湾工事の営業を担う経営者、和歌山から香川に母の介護に通う息子がこ

のフェリーを利用する事情、そしてフェリー利用客の足を守ろうとする甲板手や機関

士の気持ちや取り組みに焦点を当て、丁寧にわかりやすく紹介していた。ただ、トラ

ック運転手と港湾工事の経営者がフェリーを利用する事情の紹介がやや冗漫で、もう

少し短くまとめたほうがよかった。また、この南海フェリーは、国鉄小松島線小松島
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港駅と直結した小松島・和歌山間の南海汽船として発足し、その後フェリーを就航さ

せ、最盛期を迎えた後、モータリゼーションの進展に伴う小松島線の廃止と明石大橋

の開通により、航路を小松島・和歌山間から徳島・和歌山間に変更した経緯がある。

この航路変更は南海フェリーにとってはやむを得ないものだったが、小松島市にとっ

ては大きなダメージになった。この航路変更の経緯も番組で紹介してほしかった。 

 

○   この番組は、時代の変遷とともに無くなりつつある、四国と本州を結ぶ航路のひと

つを紹介している。放送することによって「地方の人々にとってフェリーを使うとい

うことは、時間効率に換えられない重要さがある」と訴えているようだ。昔は２２本

もあった四国と本州を結ぶ航路は、現在では７本に減って、乗客数も３分の１に落ち

込んでいる。この南海フェリーも３年連続赤字ということから、このまま時代が進む

と、廃止せざるを得なくなるのもそう遠くないかもしれない。番組では「それでも、

必要だ」と強くメッセージを送っている。必死で航路を守っている南海フェリーの経

営者や社員たちも、この取材と放送によって強く励まされたことと思う。使われなく

なることによって無くなっていく古き良き物はたくさんあるが、無くなったら終わり

だ。この番組を見た視聴者は、なんとかこの航路を守りたいと強く思ったのではない

か。ただ、「このままだと利用客が減り続けてしまう」というメッセージしかなかっ

たのが残念だ。新しいフェリーの使い方の提案があったり、若者がフェリーを見直し

ているなど、未来に向かって前向きな点も見つけて取り上げてほしかった。 

 

○  フェリーが乗せるトラックの中には海外に輸出されるものもあると知り、世界への

入り口の一つとしても重要な役割を担っていることに深く感動した。また、愛媛県の

運送会社で働くトラック運転手が、愛媛から和歌山・大阪・愛知・岐阜の４府県へと

宇和島産の活魚を届けていることには驚いた。フェリーに設けられたドライバー専用

の仮眠スペースが、長距離トラックの運転手にとって、貴重な休息の場であることが

理解できた。明石海峡大橋の開通や高速道路料金の割引制度により、フェリー航路が

次々と廃止に追い込まれた現実は痛ましいが、利用者の“足”を守りたいと考えた会

社と従業員たちの努力で今があるのだと思う。多くの人たちの日々の懸命な働きによ

って、今日の快適な生活が守られていることを何度も認識させられた。昼から夜まで

さまざまな利用客の姿を描き出すことで、２４時間眠らないフェリーの役割の重要さ

が伝わってきた。また、さまざまな人々のドラマが盛り込まれ、日本の今がうまく描

かれていた。フェリーを取り巻く現状と課題を知ってもらえるよい番組だったと思う。

赤字経営だということだが、高速道路も、フェリーもうまく共存していけるような体

制を目指してもらいたいと感じた。 
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○   高速道路の整備や、低料金化によって、経営が苦しくなっている南海フェリーだが、

高知でも路面電車やバスといった公共交通を支える企業の経営悪化が問題となって

おり、日本全国のさまざまな地域で起こっている社会問題だと思う。できれば番組の

最後で、この問題に対して、他の事例も取り上げつつ問題提起をしてもらいたかった。

色々な職種の人たちが紹介され、それぞれの理由でフェリーを利用していることはよ

く理解できたが、活魚を運んでいる運送会社の運転手の家族の話や、宇和島での取材、

建設会社の社長が営業で企業を回っている内容、面倒を見ている実家の母親の墓参り

のシーンなどは必要だったのか少し疑問だ。確かにフェリーが“つないでいる”その

先の事情の紹介は有るに越したことはないが、時間が限られている中、バランスとし

てはもう少し控えめでよかったと思う。それよりも、現在利用しているこの南海フェ

リーが経営不振により仮に無くなってしまったら、どう思うのか、今後どうしていく

のかインタビューを聞いてみたかった。また、実際に宇高フェリーの休止に伴って、

よく利用されていた人たちがどういう思いを持ったのかも知りたかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

 この番組は、もともと午後６時台の地域番組の中のコーナーで南海

フェリーを取り上げたことがきっかけで、半年ほど前から本格的な取

材を始めた。なぜわざわざフェリーを利用して和歌山へ行くのだろう

と取材をしてみると、お遍路さんや遠距離恋愛中の人、今回番組で取

り上げた人たちなど、一人一人にそれぞれの理由があることが分かっ

た。フェリーは、本州と四国の物流の架け橋だったり、移動する手段

だったり、四国にとって重要な歴史を築いてきたものだったと思う。

しかし、航路自体は経済の原理で動いているので、利用者が少ない中

で残すということは難しい。そんな中、「厳しい現実がありながらも、

頑張っている人がいる」という“四国の縮図”のようなものを伝えら

れないかと思った。フェリーの日常を描いているので、特段大きな出

来事が起きたりするわけではないが、四国に生きる人の日常の暮らし

や思いを、全国に伝えられたという意味ではよかったと思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○   ２月１３日(木)の世界の名峰 グレートサミッツ「マッターホルン～天を突く孤高

の頂～」の再放送（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ  後 0:00～0:43）は、若い女性がスイスアルプスの

マッターホルンを登る番組だった。放送されていたのは苦労して頂上にたどり着くと

ころまでで、下山の様子は全く紹介されていなかった。登山を扱ったテレビ番組は、

一般に登頂シーンで終わることが多いが、登山は下山も含めて登山であり、降りると
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きのほうがきわめて危険なので、できれば降りるところまで含めて放送してほしかっ

た。 

       

○  ３月３０日(日)のにっぽん百名山「剱岳」の再放送（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ  前 7:30～7:59）

を視聴した。番組では、険しい登山道を登っていく様子が、女性が登山しているよう

なナレーションで構成してあり、「山ガール」と呼ばれる若い女性が増えるきっかけ

を作ってくれているものと思う。番組のように天候がよくてガイドがついているとき

は、安心して登ることができるのだが、悪天候の場合は非常に危険だ。全国的に高齢

登山者の事故が増えているということもあるので、番組を通じて注意喚起してもらい

たい。 

 

○   ３月３１日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「四季を感じ、命を食す 料理

人・中東久雄」は非常によい番組だった。京料理というと、高い食材を使用するイメ

ージだが、野山の四季を用意し野山の命を味にするというスタイルは新鮮だった。

「地元の人でも食べない食材の最高の味を引き出し客の心を満たす」「冬の雪の下に

ある根菜を使って春の足音を味に込める」といった個性豊かな料理の数々にプロフェ

ッショナルのこだわりを感じた。 

 

○  ４月４日(金)の四国遍路１２００「１２００年 悠久の“祈り”」（総合 後 7:30

～8:43 四国ブロック）は、空海の人生や四国との関わりを、格調高く描いていた。

４２歳の空海が岩窟にこもったという紹介があったが、空海が僧侶になったいきさつ

については、もっと深く掘り下げ、史実に基づいたものにしていくべきだと思う。番

組後半の対談の必要性にも疑問を感じる。話がやや散漫な印象で、番組自体が長く感

じられた。  

 

○   ４月１２日(土)の突撃 アッとホーム「坂本龍馬 最後の手紙！？ まさかの大発

見しましたＳＰ」は、歴史の資料が思いがけないことで発掘されるおもしろさがあり、

一般の関心も高かっただろう。しかし、坂本龍馬の手紙に値段を付けた演出には違和

感を覚える。もっと資料的な価値に重点を置いてほしかった。 

  

○  ４月１２日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「所ジョージ×高橋

智隆～遊びを仕事にする方法～」がおもしろかった。手作りのおもしろさが満載で、

ゲストの２人が少年のような気持ちで興味をどんどん広げていくところにさまざま

な可能性が感じられた。 
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○  ４月１９日(土)の目撃！日本列島「夢かなえても 破れても～富山第一サッカー部 

旅立ちの春～」を視聴した。レギュラーだった選手、補欠で終わった選手、スタンド

から応援する選手それぞれの思いを描いていた。若い世代の人たちが頑張って前向き

に取り組んでいる姿に非常に感動した。こうした若者の姿を、ぜひ積極的に発信して

いってほしい。 

 

○   ４月２０日(日)のザ・データマン～スポーツの真実はデータにあり～「“０．４４

秒”打者ねじ伏せる直球劇場」がとても興味深かった。タイトル通り、データ分析で

野球の秘密に迫る番組で、剛速球投手や好打者は何が違うのかをさまざまなデータで

説得力を持って示してくれ、野球に関わっている人たちにはとても参考になったと思

う。特に投手から捕手に届くまでの投球の回転数が 1 回転違うと捕手の捕球位置が２

センチ違う事実が明らかにされ、回転数が多いとボールの位置が高くなるという経験

則がデータで明示された点は興味深かった。三振を多く取る好投手は、球の回転数が

同一球速時の平均的な回転数とは離れていて打者が球筋を読みにくいという分析も

納得できた。剛速球投手が投げて捕手に届くまでの０．４４秒の間に打者が球筋を読

んでバットを振るというほとんど瞬間的な判断がどう行われているかを、イチロー選

手のインパクトの瞬間の視線がボールより前にあることを示す写真から分析してい

った試みもおもしろかった。 

 

○   連続テレビ小説「花子とアン」は、展開が非常に早く、今後どうなっていくのか楽

しみだ。 

 

○  毎週水曜日の１００分ｄｅ名著で取り上げた「万葉集」は万葉集の魅力がとてもよ

く出ている番組だ。佐佐木幸綱さんの話は分かりやすく、進行役の伊集院光さんの受

け答えによって現実的な話題に結びつき、さらに理解が深まった。「言霊」というこ

とばをとても現実的に理解させてもらえた気がする。歌によって「言霊」が増幅され、

その背景にはことばに対する絶対的な信頼があるということは、ことばが軽くなって

いる現代においてとても大切だと感じた。「勝った者は歴史を作るが、負けたものは

文学を作る」ということばも印象に残った。また、柿本人麻呂が宮廷歌人として天皇

の権力を確立させるために大きな役割を果たしたという視点はこれまであまり考え

たことがなかったので新しい発見だった。以前取り上げていた「風姿花伝」も、おも

しろく見た。若い人たちにもぜひ見てもらいたい番組だ。 

 

○ 「俳句王国がゆく」は、長く続いてきた俳句番組で、愛媛に住む者として非常にあり

がたい。今後も続けてもらいたい。 
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○  「ピタゴラスイッチ」は人間の想像力のすごさを感じる番組だ。「ピタゴラ装置」

というコーナーでは、いろいろな道具で作られた仕掛けにビー玉を転がしていくのだ

が、びっくりするような仕掛けや、想像を超える展開に子どもたちもくぎづけになっ

ている。これからも続けてほしい番組だ。 

 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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