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平成２９年３月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

３月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１３日（月）、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、前回の審議会での答申を受け「平成２９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２９年度四国地方

向け地域放送番組編成計画」について説明があった。続いて、事前に視聴してもらった、

「四県対抗 しこクイズ～第１０回 科学系高校対決～」を含め、放送番組一般について

活発に意見の交換を行った後、４月の番組編成、放送番組モニター報告および視聴者意

向についてそれぞれ説明があり、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長  松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員  神田 優  （ＮＰＯ法人黒潮実感センター センター長） 

黒笹 慈幾 （南国生活技術研究所代表） 

坂田 千代子（株式会社あわわ会長） 

田坂 實  （愛媛県農業協同組合中央会会長） 

松島 裕彦 （四国旅客鉄道代表取締役専務 総合企画本部長） 

村田 明広 （徳島大学大学院理工学研究部教授） 

 

（主な発言） 

 

＜四県対抗 しこクイズ～第１０回 科学系高校対決～（松山） 

（総合 ２月３日(金)）について＞ 

 

○  四国各県の、文部科学省が先進的な理数教育を行っていると認定したＳＳＨ（スー

パーサイエンスハイスク－ル）の生徒たちが、生放送で各県や高校ゆかりの科学クイ

ズに挑む番組だった。各チームには応援ゲストとしてタレントが加わっていたが、そ

れぞれの県との関係がわからない人が多く、起用した必然性が感じられなかった。生

徒だけにするか、先生を団長にする方が、チームのまとまりが出て自主性もより発揮

されたのではないか。一方、スペシャルゲストのサイエンスプロデューサーの米村で

んじろうさんは、科学系高校対決にはぴったりの人選だった。米村さんが披露するミ

ニ実験は面白くてわかりやすく、高校生たちも大いに刺激を受けたと思う。香川のう

どんに関するクイズでは、出題映像でうどんを食べる女性の満面の笑顔に心癒やされ

た。また食べる人の健康を考えマグネシウムとカルシウムを練り込んだうどんが登場
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したが、他にもいろいろな配合で需要が掘り起こされるかもしれないと感じた。愛媛

のクイズは、愛媛大学工学部の野村信福教授の、油から水素を取り出そうという試み

から出題された。水素を抽出した油が真っ黒になる変化は楽しかったものの、次世代

のクリーンエネルギーとして期待されている水素の可能性にはもう少し触れてほし

かった。徳島からは、ドローンを活用してレンコンをカモの食害から守る実験が紹介

された。食害は夜にあるのに、実験は昼間に行っていた。意味があるのか疑問に感じ

た。高知のクイズでは、大学と企業が共同開発した特殊な氷で、カツオを急速冷却で

きるというスラリーアイスを取り上げていた。この氷を作る技術は今後世界に広がる

だろうと思った。それぞれに特徴のある研究や、生徒たちが自主的に楽しく取り組む

様子が上手に紹介されていて、未来の科学者の誕生を期待させてくれる番組だった。

この番組には、視聴者が応援するチームを決めて、データ放送やスマートフォンから

クイズに参加することができた。この視聴者サポーターの正答率が高い県のチームに

は、最大で４０点のボーナス点が加算されるルールになっていた。ただ優勝した高知

チームの得点 140 点のうち、サポーター分が７０点というのは比率が高すぎる。各チ

ームがクイズに正解した得点が１０点なのに比べて影響が大きすぎると思う。２位に

なった愛媛チームがかわいそうだった。 

 

○  番組全体を通して「騒がしいけれどすごく楽しい番組」という印象を受けた。高校

生たちが毎日学校で過ごす時間と空気感が巧みに表現されていて、多くの視聴者にと

って触れる機会の少ない「男子高校生カルチャー」をお茶の間に運んできてくれたユ

ニークな番組だった。クイズの問題もローカル色満載でよかった。思いのほか知らな

い隣の県の話題に触れることができて楽しかった。徳島のレンコンにカモの食害があ

ることは全く知らなかったし、ドローンの意外な活用法も面白かった。スタジオやＶ

ＴＲに登場するゲストの先生もよかった。徳島でカモをドローンで追い払う試みを続

けている、徳島大学の三輪昌史准教授の「ドローンは飛ばすだけのものではない。飛

ばして何をするかだ」という言葉は印象的だった。また愛媛大学の野村教授の「水素

フェチ」とも言うべきキャラクターには笑った。一方で、スラリーアイスを生み出し

た高知工科大学の松本泰典准教授の出場がなかったのは残念だった。ＳＳＨについて

と、愛媛大学の実験で水素が発生する仕組みについては、もう少し詳しく説明してほ

しかった。 

 

○  若者たちの科学離れが言われる中、部活動で地道に実験に励む高校生にスポットを

当てた内容で、彼らのモチベーションを上げる意味でもよい番組だったと思う。生徒

たちが取り組んでいる研究は自己満足ではなく「地域に役立つことをしたい」という

思いが全面に出ていて、将来大いに期待できる気がした。進行も、クイズだけではダ

ラダラしがちだ。そこに米村さんの実験が入ることで驚きと楽しさが加わり、視聴者
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の適度な息抜きにもなっていた。各県で開発された、あるいは現在進行中の科学の成

果を紹介していたのもよかった。四国にも世界や全国を代表する科学技術がたくさん

ある。特に高知県発のスラリーアイスについて、県魚のカツオを使って紹介したのは、

認知度を上げる意味でもよかったと思う。香川の観音寺第一高校では、川に流れたう

どんのゆで汁が生態系に影響を与えることを研究テーマにして、解決策を探っていた。

香川名物のうどんの、負の側面に注目した点はすばらしく感心した。 

 

○  各高校から出題されたクイズには、それぞれの高校の特徴がよく出ていたと思う。

番組冒頭からフィーチャーしていたＳＳＨについては、説明が乏しく未消化な印象が

残ってしまった。愛媛大学の野村教授の、油から水素を分離する実験は興味深いもの

だった。ただ取り出した水素を確認する時、炎を近づけて出た青い火が一瞬で見えづ

らく、やり直してもらった方がよかった。香川でミネラルを練り込んだうどんを食べ

ているという、 75 歳のボディービルダー・杉尾忠さんの筋肉には驚いた。米村さ

んの実験は、いつ見てもなるほどと納得させられるものばかりで、新しい実験をよく

開発していると感心した。番組中、視聴者サポーターの正答率を表示していたが、実

際に各県何人くらいのサポーターがいたのか知りたい。画面右上に出ていた視聴者か

らの応援メッセージはうるさい印象で、ないほうがよいと感じた。 

 

○  視聴者がクイズに参加できて、番組ホームページや ツイッターから送った応援メ

ッセージも表示されるという、生放送ならではの双方向番組として、よくできていた

と思う。クイズの得点は、正解したチームの得点に、各県の視聴者サポーターの正答

率が高かった順にボーナス点が加算されるというものだった。これについては、正答

率だけではなく、最後にまとめてでもよいので、参加者数を発表してほしかった。応

援メッセージが多い県ほど得点が加算される、という設定も面白かったかもしれない。

番組では、四国の地域ならではの取り組みが紹介され、県民間の競争意識や地元愛で

盛り上がることができた。各高校に取材したＶＴＲでは、生徒たちが先生を中心にい

きいきと学んでいる様子が伝わってきた。気になったのはスタジオにいる生徒たちの

顔が、後ろの席では重なるなどして見えづらかったことだ。いすを交互に置くなど工

夫してほしかった。番組は最後、優勝した高知チームと２位の愛媛チームの生徒から

感想を聞いて、時間切れとなってしまった。徳島と香川のチームの感想が聞けなかっ

たのは、残念だった。 

 

○  科学系高校対決ということで、テレビを見ながら科学の知識が身に付く教養番組を

期待していた。それが実際にはクイズバラエティーだったので、残念に感じた。クイ

ズについて気になる点があった。愛媛大学の「油から水素を取り出すとどうなるか？」

というクイズでは、実験で使う油をわざわざ「透明な油」と説明していた。油は大体
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透明か半透明のイメージがある。クイズの答えは油の色に関することと予想できてし

まった。また愛媛県の宇和島東高校からの「生徒たちが段々畑の石垣で研究している

ことは？」というクイズでは、出題映像の冒頭に生物の先生が登場していた。生物に

関係する答えと推理できてしまった。各高校からのクイズでは、ＶＴＲで生徒たちの

いきいきとした日常の姿が紹介されていた。しかしその時間が短く感じたので、もっ

と長く見せてほしかった。双方向サービスで視聴者が参加できたのは、非常によい試

みだったと思う。ただクイズの得点は、視聴者サポーターの点数が加わる分、合計点

がすぐにわかりにくかった。もっと丁寧な解説が必要だと思う。一方、米村さんの実

験はいつもながら大変面白かった。 

 

○  １０回目となる「しこクイズ」だが、話題になることの少ない四国の高校について、

紹介を続けてきたことをまず評価したい。どの高校も「地域のために」という考えで

研究や学習を行っていることに感動した。生徒たちの今後の成長を楽しみに思わせて

くれたことは、この番組の大きな成果だと思う。それだけに、各チームがクイズの答

えを出す時、なぜその答えにしたのか、生徒たちにしっかり理由を聞いてほしかった。

生放送ということで制作サイドに不安があったのだろうか。また今回は、司会がお笑

い芸人のフルーツポンチの２人に変わっていた。これまで担当してきたココリコの田

中直樹さんがようやく安定してきた、と感じていたので残念だった。応援ゲストの顔

触れもほぼ一新されていたが、席の位置が悪く、後ろにいる高校生の姿を隠していた

のが気になった。米村さんの実験は、クイズの合間の時間つぶしに見えてしまった。

高校生の活動に対してコメントしてもらうなど、もっと積極的に番組に関わってもら

うべきではなかったか。視聴者参加について、アクセスがどれくらいあり、これまで

の回とどう変化があったのかも教えてほしかった。また徳島のクイズで、夜にレンコ

ン畑を荒らすカモを、昼間にドローンで追い立てていた。有効と言えるのか疑問に感

じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

この番組はクイズ番組ではあるが、いきいきとした高校生たちの

日常や表情を伝えることを、大きな目的にしている。生徒たちはク

イズに正解すると大いに喜び、間違えると心から悔しがるなど、十

代ならではのビビッドな反応が、番組に生気や潤いを与えていると

感じている。こうした若い世代に、ＮＨＫに親しみを持ってもらう

にはどうしたらいいか考えながら、制作を続けている。視聴者参加

について、クイズの解答総数は 6,500 ぐらいで、番組ホームページ

からの投稿とツイッターを合わせたメッセージの数は 500 弱だった。 
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科学がもたらす、１０年後２０年後の四国の、一歩進んだ姿を視

聴者の皆さんに想像してみてほしいという思いを込めて番組を制作

した。司会について、ココリコの田中さんには今回も担当してほし

いと考えていたが、スケジュールが合わず断念した。応援ゲストは、

四国ゆかりの人に限ってしまうと人選の幅が狭くなってしまう。あ

えてこだわらずに選んだ。米村さんは科学をテーマに全国で講演し

ており、高校の教師をしていた経験もあるので、出演をお願いした。

クイズについては、クイズ番組を数多く手掛けてきた放送作家に監

修してもらい、選択肢をどうするかなど細かいところまで一緒に考

え抜いた。徳島のドローンは、昼に実験することで、ドローンがど

れくらい近づけばカモが驚くか確認している段階であり、ご理解い

ただきたい。視聴者サポーターのボーナス得点を何点にするかは難

しいところで、指摘を今後の参考にしていきたい。 

 

○  地域の活性化に貢献している高校生がたくさんいることがわかり、実験や研究に

日々励んでいる姿に大変感動した。研究のテーマや手法も面白く、将来が楽しみだと

感じた。またユニークな先生をフィーチャーすることで、その高校の良さが上手に紹

介されていた。科学に興味があったり、その高校の近くに住む中学生には、進路を選

ぶ上でもよい参考になったのではないか。最近は、地域に関わる取り組みを熱心に行

う高校も多い。生徒たちのモチベーションにもつながるこうした番組での紹介を、今

後もどんどん続けていってほしい。楽しみながら科学を知り地域を知り学校を知るこ

とができる、有意義な番組だった。スマートフォンで番組にアクセスしてみたが、わ

かりやすく参加しやすい画面で、番組が終了しても応援メッセージを見られるなど、

工夫が凝らされていた。ただ、各チームの応援ゲストはどのような理由で選ばれたの

か、また参加した視聴者の人数は各県どれくらいだったのか、よくわからず気になっ

た。クイズの数はちょうどよく、米村さんのサイエンスショーも効果的で、小さな子

どもも楽しめる番組になっていたと思う。 

 

○  クイズに実験、よく取材された映像と構成がよく、１時間以上の番組だったが、飽

きさせないつくりになっていた。理系離れが進む中、科学が好きな生徒たちの頑張る

姿に大いに共感した。さすがＳＳＨに指定されている高校だけあって、生徒たちがう

どんのゆで汁の浄化や地元の段々畑の植物の調査など、地域の課題やテーマに真摯

（しんし）に取り組んでいたのにも感心した。いわゆるリケジョも数多く登場したが、

存在が輝いていて、将来の活躍に期待が膨らんだ。米村さんは実験のテンポがよく、

説明もわかりやすくて適任だった。徳島のドローンは、さまざまな活用法に無限の可

能性を感じた。水中でも撮影できるドローンが、水の中から飛び上がった映像には驚
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かされた。クイズの得点について、各チームの得点より、視聴者サポーターの得点が

高く設定されていた。これでは、主役の高校生ではなく視聴者が勝敗を左右すること

になる。比率を変えた方がよいと思う。また参加した視聴者の正答率だけでなく、参

加人数も教えてほしかった。 

 

○  視聴者がクイズに参加できる双方向の番組で、各県ごとの正答率が即座に表示され

ていた。どのようなシステムなのか気になった。各県視聴者の正答率の順位に応じて

チームの得点が加算される仕組みだったが、これでは本当の意味での高校対決と言え

ないのではないか。ドローンを使ってカモを追い払う徳島の取り組みは、カモとの接

触事故など安全上の問題はないのだろうか。高知でカツオの保存に使われているスラ

リーアイスも、作り方がわかりにくかったし、効果がどれくらいあるのか知りたくな

った。香川でうどんのゆで汁が水質汚染を生む恐れがあり、その処理が課題だという

紹介があった。行政の取り組みなど、今後も取材を続けてほしい。特産品に和紙があ

る高知での紙の黄ばみを予防する研究や、愛媛での地元のカキやアコヤガイの貝殻を

使った水質浄化の取り組みなど、その県ならではの研究を知ることができたのは収穫

だった。 

 

○  ＳＳＨという言葉自体知らなかったが、内容がコメントに加えテロップでも示され、

わかりやすかった。全体を通して、生放送ならではの臨場感が伝わりちょっとしたハ

プニングさえ番組の活気につながっていたと思う。応援メッセージについて、双方向

の番組に慣れていない視聴者に向けて、送り方は番組の途中ではなく冒頭で丁寧に説

明してほしかった。クイズについては、地域の特産品を知ってもらえたり、丁寧な取

材が学校のアピールになっていてよかった。この番組を通して、教育現場での取り組

みや、生徒たちの挑戦、地域との関わりを知り、将来への希望を感じることができた。

ゲストの米村さんがさまざまな実験を行ってくれたのはとてもぜいたくで、一緒に見

ていた子どもも７３分という長い時間、それほど退屈せず最後まで視聴できていた。

多くの知識を得ることができ、家族で楽しめる、教養とバラエティー両方の要素が詰

まった見ごたえのある番組で、とても勉強になった。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月１７日(金)のドキュメントしこく「木桶（きおけ）に挑む～小豆島の醤油（し

ょうゆ）５代目蔵元～」について。香川県の小豆島で、木桶を使ってしょうゆをつく

る老舗しょうゆ蔵の５代目・山本康夫さんを取材していた。まだ４０代と若い方だが、

木桶職人がこの先いなくなる現状を憂い、自ら木桶を作って技術を伝承しようと奮闘
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していた。インターネットで情報発信も行いながら、全国からの賛同者と新たな木桶

作りに取り組み、重ねた失敗も最後には乗り越えていく、という内容だった。２８分

という短い時間の番組だったが、数年にわたる継続取材をしていることもわかり感心

した。 

 

○  ２月１９日(日)の「どーも、ＮＨＫ」について。「週刊どーもナビ」のコーナーで

は、さまざまな番組を独自のキャッチコピーで紹介していて、わかりやすい構成だっ

た。リポーターのタレント・鈴木あきえさんと司会の塚原愛アナウンサーのスタジオ

での掛け合いも軽妙だった。取り上げていたＢＳプレミアムの番組、偉人たちの健康

診断「戦国武将に学ぶ健康法」について、歴史と健康の組み合わせに関心を持つ人は

多いと思う。ＢＳプレミアムだけでなく総合テレビでも放送してほしいと思う。また

番組をどの放送波で流すのか、決まりはあるのか気になった。「もっとＮＨＫ」のコ

ーナーでは、介護に関わる人たちから募集した短歌の中から百首を選ぶ「ＮＨＫ介護

百人一首」の取り組みについて、視聴者総局の職員が紹介していた。視聴者総局がど

んな業務を行っている部署かわからず困惑したし、語りのスキルも考えると、アナウ

ンサーの紹介で十分ではなかったか。短歌を作った熊本県の男性が母親を介護する様

子も伝えていた。その男性が「母が大好き」「無条件の愛情で育ててもらった」「恩

返しするのは今しかない」と、つらいこともあるだろうに明るい表情で語っていたの

は心に残った。「あなたの街のＮＨＫ」のコーナーでは、防災をテーマに、報道に加

えて防災教室や「ＢＯＳＡＩ体操」など事業も展開している、和歌山放送局の取り組

みを伝えていた。印象的だったのは、学生から募集した「防災ファッション」を披露

するファッションショーだ。学生たちのユニークな発想に驚いたし、地域づくりを自

ら進める姿に感銘を受けた。こうした防災への取り組みは、ぜひ今後も続けていって

ほしい。 

 

○  ２月２１日(火)の人生デザイン Ｕ－２９「漁師」は、愛媛県佐田岬の小さな漁港

で、漁師を始めてわずか９か月の日高晋さんに密着した、若者向けの番組だった。担

い手不足が深刻な一次産業の中でも、漁師は農家に比べて取り上げられる機会が少な

い。その日々に密着して、リアルな日常と仕事の魅力を伝えようとする、制作者の思

いが感じられる良質な番組だった。特に、若い日高さんを地元のコミュニティーがあ

たたかく見守っていたのがよかった。東京でフリーターをしていた日高さんは、一念

発起して漁師を目指し、親方の島崎徹さんに弟子入りする。日高さんにとって島崎さ

んはお父さんで、島崎さんにとって日高さんは息子の代わりのように思えた。島崎さ

んの表情などに、若い「息子」が突然現れた喜びがよく出ていたのがほほえましく、

日高さんからも新しい「父親」と一緒に漁に出るうれしさが伝わってきた。二人が醸

し出すこの疑似親子関係とも思える幸せな雰囲気こそ、番組の肝だと感じた。先輩の
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漁師も日高さんを「すーくん」とあだ名で呼び、「まだまだ」「全然だめだ」と言い

ながら迎え入れていた。日高さんは「３年たてば一人前になれると思って来たが甘か

った」「昔と比べると今は意味のある時間だと思う」と語っていた。口べたな彼が、

自分なりにつむぎ出した心に残る言葉だった。日高さんが仕事で失敗するシーンはと

ても自然に描かれていて、長時間カメラを回し続ける根気強い取材だったのだろう。

大荒れの海での漁にも同行していたカメラマンは大変だったと思う。制作者やカメラ

マンのあたたかい気持ちも画面から伝わってくる、気持ちのいい番組だった。また、

若者の移住を誘致している高知県にとっても、参考になる番組だと感じた。 

 

○  ２月２５日(土)の助けて！きわめびと「教えるを捨てる！？名コーチの極意！」に

ついて。「小学生の子どもがなかなか言うことを聞いてくれない」という悩みを持つ

母親に対して、教育コーチングトレイナーの小山英樹さんが「きわめびと」となって、

さまざまなアドバイスをしていた。大人と違って、子どもは言われたことをすんなり

のみ込んで納得できるものではないという。教育や指導で子どもを変えようとするの

ではなく、まずは子どもの話を聞き、それを認める「傾聴」「承認」を親が大事にす

ることで子どもは心を開く、というアドバイスにはうなずかされた。悩みも多い子育

て世代が、解決の糸口を見つけるきっかけとなるすぐれた番組だったので、一度きり

でなく繰り返し放送してほしい。 

 

○  東日本大震災から６年ということで、多くの検証番組が放送された。中でも３月５

日(日)のＮＨＫスペシャル「あの日 引き波が…行方不明者２５５６人」は、宮城県

女川町を襲った「引き波」に焦点を当てた、非常にわかりやすい内容の番組だった。

陸に向かって押し寄せる「押し波」だけでなく、それが海に引くときの「引き波」の

恐ろしさが、生き延びた人たちの証言や海側に倒れた建物の実態からよくわかった。

特に女川町で被災した原吉憲さんが、２０メートルのビルの屋上から撮影した引き波

の映像は、再現では伝えきれない迫力で、その怖さが伝わってきた。よく公開してく

れたと思う。番組では、スーパーコンピューターを使って引き波を解析していたが、

原さんが撮影したような実際の映像を元に引き波の速度を明らかにするだけでも、津

波の怖さは十分に伝わったのではないか。気になった点だが、女川町が行方不明者の

割合が高いことを伝えるグラフが、行方不明者の実数によるものだった。死者・行方

不明者に対する行方不明者の割合を表した方が、わかりやすかったと思う。 

 

○  ３月５日(日)の「ＮＨＫスペシャル」は、冒頭に「津波の映像とＣＧが繰り返し流

れます」というテロップが出た後、東日本大震災の津波から高台に逃げた人たちの不

安げな姿に「逃げて！」という叫び声が重なり、つらくなって見るのを止めた。その

後この番組の再放送があることを知り、ＮＨＫはよほど伝えたいことがあるのだろう
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と思い、改めて視聴した。東日本大震災の行方不明者はまだ 2,556 人もいて、家族は

今も帰還を待ち続けている。震災５年を契機に一斉捜索は縮小されたというが「何年

経っても探し続けてほしい」「風化させないでほしい」という家族の思いが映像から

強く伝わってきた。150 人の家族が取材に協力したのは、そうした思いからとわかっ

たし、震災を風化させてはいけないと改めて感じた。また番組では、行方不明者がこ

れほど多い要因が引き波にあることを伝え、その怖さをスーパーコンピューターの解

析などで明らかにしていた。女川町は最大で１８メートルの高さの津波に襲われた。

押し寄せた海水の総量は 600 万トンに及び、それがダムから水が落ちるように一気に

海へ流れ出ていったと言う。人も家も引きずり込む引き波の猛烈な勢いを思い知らさ

れた。南海トラフ地震は、東日本大震災を上回る引き波と被害の恐れがあるという。

四国でも減災・防災に関連する番組を制作する機会は多いと思う。引き波についても

ぜひ盛り込んでいってほしい。 

 

○  ３月１０日(金)のドキュメントしこく「“小さなことば”をみつめて」（総合 後

8:15～8:43 四国ﾌﾞﾛｯｸ）では、愛媛県西条市にある幼稚園の子どもたちの成長と、そ

れを見守る先生たちの姿を伝えていた。園児に学習をさせる幼稚園が増えている中、

子どもの自発的活動を重視する自由保育に取り組み続ける園があることをすばらし

いと感じた。先生たちは、子どもの日々の言葉や出来事をメモに残すことで、成長ぶ

りを確認しながら自身の指導のブラッシュアップにもつなげていた。子どもと言葉を

丁寧に投げかけ合い、話を聞いてきちんと認める時間の必要性や、子どもにとって遊

びがどれほど大事なことか、この番組は教えてくれたと思う。印象に残る場面も多か

った。ついつい相手に手を出してしまう男の子が、言葉を使うことでそれを徐々に抑

えられるようになる姿にうれしく見入った。砂場で見つけた藤の根っこを一生懸命引

っ張り、それを先生も手伝うシーンでは、有名な童話「おおきなかぶ」が現実の場で

生き生きと味わわれていることが伝わり、感銘を受けた。 

３月３日(金)の四国羅針盤「“おばちゃん”と子どもたち～ファミリーホームの模

索～」では、実の親が育てられなくなった子どもを、６人引き取って育てている、愛

媛県のファミリーホームの川副叔子さんの日々を追っていた。川副さんも、子どもた

ちを見守り言葉をかけながら育てている。「子どもを見守ること」「きちんと言葉を

かけること」の大切さを、２つの番組で再認識することができた。こうしたテーマの

番組を今後も発信していってほしい。 

 

○  東日本大震災から６年、ということで多くの番組が放送された。厚いＰＲからも、

ＮＨＫの力の入れようが伝わってきた。 

３月１１日(土)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“仮設６年”は問いかける～

巨大災害に備えるために～」（総合 後 8:00～8:45）を視聴した。東日本大震災で被
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災し仮設住宅で暮らす人は今なお３万５千人もいると言う。７０年前に制定された法

律「災害救助法」では、仮設住宅の入居には原則２年の期限が設けられているそうだ。

番組では、現実とかい離したこの法律を見直すべきだと提言していたが、簡単には法

律を変えることができない実情があることも伝えていた。法律と社会の関係やあり方

を深く考えさせられた。被災者が語っていた「東京オリンピックに向けた取り組みは

何年何月までと期限が設けられて計画的に進んでいくが、復興についてはなかなかそ

ういうわけにはいかない」という言葉はとても印象に残った。 

 

○  ３月１２日(日)のうまいッ！「海のギャング・ウツボの味は七変化～徳島県・海部

郡～」は、ふっくらと分厚くておいしそうな、かば焼きの映像から始まった。ウナギ

かと思ったがウツボだと言うので驚いた。ウツボはウナギの親戚で、うまみが濃厚で

コラーゲンたっぷり。脂も乗っているという。またウナギは１キロ１万円ほどするの

に、ウツボはわずか 500 円であることなど、詳しく紹介され印象に残った。大変おい

しそうなので、今後ウナギの代わりにならないかと思いながら視聴した。番組をきっ

かけに、ウツボの消費がさらに拡大していってほしい。また徳島の豊かな自然や地元

の漁師の人柄も、きちんと伝えていてよかった。 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２９年２月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

２月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、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、「ＳＴＡＰ細胞報道に対する申立て」に関するＢＰＯ決定とＮＨＫ

の対応について報告があった。次に、「平成２９年度国内放送番組編集の基本計画」お

よび「編成計画」について報告があった。引き続き、「平成２９年度四国地方向け地域

放送番組編集計画（案）」の諮問にあたって説明があり、審議の結果、番組審議会とし

て原案を可とする旨、答申することを決定した。続いて、事前に視聴してもらった、俳

句王国がゆく「栃木県高根沢町」について活発に意見の交換を行った。 

最後に、３月の番組編成と放送番組モニター報告、視聴者意向報告の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長  松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

副委員長  髙橋 祐二 （三浦工業代表取締役会長） 

委  員  黒笹 慈幾 （南国生活技術研究所代表） 

坂田 千代子（株式会社あわわ会長） 

田坂 實  （愛媛県農業協同組合中央会会長） 

長井 基裕 （愛媛新聞社編集局長） 

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 （徳島大学大学院理工学研究部教授） 

森本 道義 （日本ＪＣシニア・クラブ 高知ブロック担当世話人） 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２９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＞ 

 

○  ニュース全般について、真実性に対する視聴者の関心がかつてないほど高まってい

る。その意味でもＮＨＫを頼りにしており、ぜひその期待に応えていってほしい。芸

能界に関わる話題に関して、民放ならわかるが、最近ではＮＨＫも一緒になって追い

かけている印象を受ける。基本的な情報は報道する必要があると思うが、限度を見極

め、ニュースの価値をしっかり考えながら対応してほしい。ＮＨＫならではのニュー

スを期待している。 

ＮＨＫのバラエティー系番組でも、最近は「民放化」が激しいと感じている。民放
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を意識し過ぎてＮＨＫらしさが失われていないか。「言葉の民放化」も進んでいると

思う。ＮＨＫには正しい日本語をゆっくりと聞かせてほしい。 

画質の向上について、今以上に美しい画面を望む視聴者がどれほどいるのか疑問だ。

視聴者の立場からすると、画質よりも新たな撮影方法などにチャレンジしていってほ

しい。 

 

○  「国内放送番組編集の基本計画」について、前年度との違いは何か。また「ＮＨＫ

オンラインは内容を充実させ、知りたい情報に容易にたどり着けるように強化・改善」

「若い世代の視聴率・接触者率の低下に歯止めをかけ、幅広い世代の接触を拡大」「働

き方改革にも取り組み」とあるが、具体的な方策を教えてほしい。 

また「国内放送番組編成計画」の「編成計画の要点」で、総合テレビの「わかりや

すく信頼されるニュース」とはどういうもので「視聴者が一番知りたい情報」をどう

把握するのか、教育テレビの「良質なアニメ」とはどういうものか教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「国内放送番組編集の基本計画」の前年度との違いだが、来年度は、

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて最高水準の放送・

サービス提供を明確に目標に掲げたことが大きなポイントだ。またスー

パーハイビジョンは、今年度試験放送が始まったことを踏まえ、来年度

は制作本数を増やすなど実用放送に向けてさらに力を入れていく。 

ホームページの強化・改善については、知りたい情報にたどり着くま

でのプロセスを減らす、関心が高い情報をより見やすいところに掲載す

るなど努力していく。 

若い世代の視聴率・接触者率については、それぞれの番組で「若者に

関心を持ってもらえる番組作り」に取り組んでいる最中だ。放送だけで

なくさまざまなツール、特にインターネットで、ＮＨＫに接触する機会

を増やしてもらう努力をしていきたい。 

働き方改革についても、各職場で実態を分析してプロジェクトを組む

など対応を進めているところだ。 

「わかりやすいニュース」には以前から取り組んでいるが、関心が低

い人にも理解してもらえるよう、専門用語や背景をかみくだいて伝える

など、一つ一つせき止めながら届ける努力を重ねていく。 

視聴者が一番知りたい情報をどう把握するかについて。その時話題に

なっていることや関心の高まっていることを、視聴者の問い合わせや意

見を吟味しながら総合的に判断して把握していく。視聴者の反応・反響

に耳をそば立て、視聴者の関心に一番近い放送を目指していく。 
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良質なアニメは、家族で楽しめる、子どもに安心して見てもらえる内

容かを基準に考えている。 

 

○  「国内放送番組編集の基本計画」について「各波の編集方針」に「ＢＳプレミアム

にしかない良質な娯楽」とある。「良質な」という言葉だけでは具体性に欠け、説明

として不十分ではないか。「良質な娯楽番組」がどのような番組なのか教えてほしい。 

また「若い世代の視聴率・接触者率の低下に歯止めをかける」とある。この接触者

率はテレビだけでなく、ホームページを見た人も含んでいると思う。年齢別のデータ

をどのように取っているのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫは放送波を問わず、良質な番組を取りそろえていると考えてい

る。総合テレビは幅広い視聴者に支持される番組を編成する一方、衛星

放送はあるテーマについて関心の高い人にも満足してもらえる、内容に

より深みのあるものを良質な番組と考え編成している。ＢＳプレミアム

の娯楽番組についても、こうした考えで多彩な番組を放送していく予定

だ。 

 

接触者率については、ＮＨＫ放送文化研究所が年に２回、６月と１１

月に実施する「全国個人視聴率調査」で年齢別のデータを得ている。調

査結果はホームページなどで公表している。 

 

 

＜「平成２９年度四国地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○  今年度スタートした四国ＮＨＫの年間キャンペーン「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ四国」は来

年度も継続するとある。四国で避けては通れない大きな課題として、人口減少や超少

子高齢化がある。こうしたテーマに焦点を当て、全国に先駆けた試みに注目するなど

ポジティブな視点も交えて１年間取り組めば、地域に希望を与える、非常に有意義な

キャンペーンになるのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

来年度の「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ四国」キャンペーンは、四国の課題であ

る人口減少や少子高齢化にテーマを絞って展開する。観光客増加や産業

振興など四国を活性化する処方箋について、大型の特集番組やニュース

企画を年間通して発信していく予定だ。 
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○  ２０１７年は夏目漱石と正岡子規に加えて、子規の友人で子規の研究および顕彰に

生涯をささげた柳原極堂が共に生誕１５０年となる節目の年だ。このタイミングに、

なかなか光が当たらない極堂についても、松山放送局の番組などでぜひ取り上げてほ

しい。 

また「編集計画（案）」の高松放送局の重点事項には、「対岸の岡山局とも連携を

築き」とある。２０１３年と２０１４年に中国・四国合同キャンペーン「海と生きる」

があった。今後もこうした取り組みを期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

来年度は四国各局だけでなく中国ブロックの放送局とも連携して、新

しいサービスである４Ｋで瀬戸内海を撮影していこうと動き始めている。

広域連携がふさわしい素材やテーマでは今後も積極的に協力していきた

い。 

 

○  諮問された「平成２９年度四国地方向け地域放送番組編集計画（案）」については、

委員から出された意見の趣旨が具体的な番組編成のうえで生かされることを前提

に、番組審議会として原案を可とする答申をしたい。 

 

○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側） 

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

３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

 

＜俳句王国がゆく「栃木県高根沢町」（松山）（Ｅテレ １月１５日(日)）について＞ 

 

○  高根沢町町民ホールでの公開収録番組で、広い会場いっぱいに観覧者がいて、俳句

という文化の身近さとすそ野の広さを感じた。この番組では、タレントゲストを含む

６人の出演者が、地元チームと俳句王国チームに分かれ、地域の名物をテーマに一対

一で俳句の出来を競う「ご当地俳句バトル」と、みんなで作った俳句を匿名で発表し

批評する「テレビ句会」の２つのコーナーで競い合う。最終的な勝負の判定は観覧者

の多数決で行っていたが、なるほどと思える結果になっていたと思う。ご当地俳句バ

トルでは、特産のイチゴ「スカイベリー」を育てるハウスや、観葉植物の根の部分を

毛糸で覆った「毛糸こけ玉」の制作現場を出演者が訪ね、俳句のヒントを探る姿がＶ
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ＴＲで紹介されていた。会場の観覧者にもその様子が伝わっていたのかは気になった。

俳句王国チームのタレントゲストでモデルの生方ななえさんが詠んだ句の「日矢差せ

る」や、同じチームの押野裕さんの句の「夕日さす」という表現は、そのような情景

が伝わらなければ共感しづらく、不利ではないかと思った。テレビ句会では、江戸時

代の絵師・伊藤若冲の描いた「雪中雄鶏図」をお題にして多彩な句が詠まれていた。

それぞれの句に対する納得の行く解説から、五感を駆使してさまざまに解釈できる豊

かさが俳句にあることがよくわかった。アシスタントを務めた愛媛県のアイドルグル

ープ・ひめキュンフルーツ缶のメンバー・谷尾桜子さんの、的確な発言とスムーズな

進行ぶりには感心した。放送では１時間の番組にまとまっていたが、会場ではどのよ

うな進行だったのか、また雰囲気はどうだったのか気になった。 

        

○  初めてこの番組を見たが、バラエティーとして十分に楽しむことができた。俳句と

いうどちらかと言えば地味な日本文化の魅力を一般の人に広く啓もうしたい、という

松山放送局の志を感じることができた。あえて番組に注文をつけるなら「俳句」「旅」

「視聴者参加」という３つの要素を強引に組み合わせていることへの違和感がある。

キャリアは素人でも俳句に興味はある視聴者のため、季語や「なり」とか「や」「か

な」の使い方の違いなど、俳句の基本的ルールはきちんと解説してほしい。俳句の知

識は中高年の視聴者なら身につけたい教養だと思うからだ。また「俳句も旅の楽しみ

の一つ」と割り切り、食事、温泉、土産、それに俳句、というくらいの位置づけで扱

う方が「この番組をきっかけに俳句に興味を持った」という視聴者を増やす、松山放

送局らしい番組になるのではないか。ゲストについて、ガッツ石松さんの知的でリテ

ラシーの高い側面がわかり、驚くと同時に感心した。すばらしい起用だと思う。地元

出演者のコメントもクオリティーが高かった。特に、自身や他人の俳句への説明や解

釈の深さには大変感心した。その一方で、現地ロケでのカメラワークには違和感を覚

えた。ゲストばかりがカメラの前面に出ていやな感じがした。むしろ地元出演者を前

に出しタレントゲストは後ろに控える方が、番組の趣旨に合うと思った。言葉遣いに

も気になるところがあった。タイトルの「俳句王国がゆく」は「出張俳句王国」、コ

ーナー名の「ご当地俳句バトル」は「ご当地俳句合戦」と言いかえるべきではないか。

また、番組のホームページに俳句のルールを掲載してはどうか。Ｅテレの番組という

ことで、中学校や高校などで視聴する可能性も考えると、教育的視点からホームペー

ジにもう少し知恵を絞ってもいいのではと感じた。 

 

○  番組全体を通して俳句の奥深さや楽しさが伝わってきた。作り手の思いを短い１７

文字で表現する難しさと、受け取る側の理解も千差万別であることなど、俳句の魅力

を理解できたと思う。ただ番組冒頭に、スーパーなどでも、俳句の素人に向けた魅力

や楽しみ方の解説があってもよいのではないかと感じた。公開収録の番組らしく、会
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場の観覧者が勝負の判定に参加するなど一体感があったのもよかった。観覧者が挙げ

る紅白のうちわの数で勝負を判定しており、僅差の時、主宰の俳人・坊城俊樹さんが

見た目で判定していたのが最初はどうかとも思ったが、このアナログ感が俳句の楽し

み方とマッチしているようにも思い納得できた。せっかく松山放送局で制作している

全国放送番組なので、松山が、全国の高校生が俳句を競い合う「俳句甲子園」を開催

している俳句の街であることを紹介すれば、四国の魅力を広く全国に発信できるので

はないか。 

 

○  俳句を作って楽しんでいる人にはおもしろい番組なのだろう。ゲストのガッツ石松

さんは、そのキャラクターと俳句がどうにも結びつかなかったが、いい俳句を作りい

いコメントもしていたのには驚いた。テレビ句会で、生方さんは自分の句を「たゆた

う夢は」と読んでいたが、私は「たゆとう」と読むように習った。「たゆたう」と発

音するのが主流なのだろうか。俳句王国チームの永山智郎さんの句に対して、主宰の

俳人・坊城さんと永山さんの間で「哲学かい。これは」「哲学ですね」と言うやり取

りがあった。哲学を学んでいる永山さんに対して「哲学かい」という言葉は失礼では

なかったか。また坊城さんの「ジェラっちゃうね」という発言も、言葉を大切にする

はずの俳句の番組には不似合いだと思う。若い視聴者を意識して、積極的に若者言葉

を使っているのだろうか。その割には会場は年配の人であふれていたと思う。 

 

○  Ｅテレの番組ということもあり、見る前から俳句に興味がある人向けのお堅い教養

番組という先入観があった。それが実際には、俳句で笑える楽しいバラエティー番組

だったので驚いた。会場の観覧者が勝負を判定する審査員でもあるので、地元の人に

は、参加しておもしろい、テレビを見て楽しい、ご当地ネタが紹介されてうれしい、

大変魅力的な番組だと感心した。現代は、若者を中心に言葉が軽く扱われがちな時代

と思うが、この番組では、自分の感情や目にした風景・自然のありさまを言葉にして

表現する「俳句のよさ」を素直に感じることができた。番組中のほぼ全ての言葉に大

きな文字でスーパーが出されていた。最初は少し目障りと思ったが、言葉を大切にす

る番組と考えると、聞き逃しても目で確かめることができる親切なスーパーと思えて

きた。ただ、人の顔の上に重なる場面もあった。感じのよいものではなく注意した方

がよいと思う。松山発の全国向け番組として成長していってほしく、ぜひ総合テレビ

で放送してもらいたい。「ＮＨＫのど自慢」のように、各地から待ち望まれる長寿番

組になることを期待している。 

 

○  主宰の俳人・坊城さんの解説が大変ユニークで、若い世代にも見やすい番組になっ

ていたのではないか。俳句の世界観に親しんでもらうには「ジェラっちゃう」もあり

だと思った。番組では、旬のスカイベリーがどのように作られているのか、その過程
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や生産者の工夫・思いまで丁寧に紹介していた。そのおかげで、スカイベリーをテー

マに俳句を作ったゲスト２人の感覚や句に詠まれた情景が、視聴者にもよく伝わって

きたと思う。毛糸こけ玉は若者にも人気だという。若い人でも楽しめる、こうしたト

レンドを盛り込む工夫はよかった。その土地の旬や郷土料理を楽しみながら、ふだん

俳句になじみのない若い人にも俳句の良さを楽しめる番組になっていたと思う。同じ

テーマでも人によっていろんな視点があることもわかり、もっと楽に俳句を楽しんで

よいのだなと感じた。映像について、会場で楽しむ観覧者が映るタイミングが絶妙で、

良い表情がいくつも捉えられていてよかった。ただゲストのプロフィールや、地元出

演者が日頃楽しんでいる句会や学生生活など日常の様子は取材して織り込んでほし

かった。テレビ句会は、出演者それぞれの句評が聞け、主宰の句も堪能できて満足の

行くコーナーだった。ホームページから選句用紙をダウンロードして視聴者も参加で

きるのはよいと思うが、初めてだと参加方法がわからない人もいたと思う。もう少し

説明があればよかった。主宰によって番組の幅に変化が出ると感じたので、２月１９

日（日）放送の「石川県白山市」の回も見た。こちらも親子で楽しく視聴することが

できた。 

 

○  地域の食べ物や特産品をお題にした対抗戦を通して、俳句の奥深い魅力に触れるこ

とができた。視聴者にはわかりやすい構成だったが、会場には大きなモニターがなか

ったように思う。観覧者が視聴者と同じように、出演者が地域を訪ねてさまざまな名

物に触れる場面に共感できているのか気になった。また地元出演者が最初に登場した

時、発言する場面がなかったのにも違和感を覚えた。司会と言葉を交わすなど、人と

なりを知る時間がもう少しあってよかったと思う。タレントゲストのガッツ石松さん

が小さい頃に俳句が上手だったのは意外だった。人選の際、そのことはわかっていた

のだろうか。「若冲の鶏」がお題の句会では、主宰の坊城さんが詠んだ「血の色の鶏

冠振り立て雪に栖む」という句を「上の句から下の句にかけて貫く力があり、雪の中

で必死に生きる鶏の姿にぴったり合っている」と評価した大学生の永山さんには末恐

ろしさを感じた。とにもかくにも、俳句のすばらしさと出演者の言葉に感心すること

しきりで、大いに楽しめた番組だった。 

 

○  バラエティー番組らしく肩の力を抜いて楽しめる内容だった。俳句について詳しく

はないが、披露された句は「なるほど」「さすが」と思わせるものが多かった。ただ、

栃木県民ではない人や俳句歴の短い人が出演しているのはなぜか、人選には疑問が残

った。また出演者の言葉遣いも気になった。「スカイベリーになります」の「なりま

す」、「家庭によって味が違う」の後の発言「でもおいしい」の「でも」など、使い

方が違うと思う。出演者が作品の魅力をアピールする、その内容が浅かったのも残念

だった。バラエティーとはいえ、もう少し深い発言が聞きたかった。テレビ句会で「血
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の色の鶏冠振り立て雪に栖む」という句が紹介された時、この句の作者について「ど

うしてガッツさんじゃないんですか」という発言があった。「血」や「振り立て」と

いった言葉でボクシングをイメージしたのかもしれないが、発想が単純すぎると感じ

た。主宰の坊城さんの発言に期待していたが、サラッと流す感じでもの足りなかった。

勝負を決める、観覧者の挙げる紅白のうちわの数え方が厳密でないのも納得いかなか

った。最終的に引き分けだったにもかかわらず、ごほうびのスカイベリーを、負けた

チームのガッツ石松さんが食べる結末には「何でもありなのかな」と感じてしまった。 

 

○  前身の番組「俳句王国」は俳句を専門的に学べる番組だったそうだ。それが今のよ

うなバラエティー番組に変わったことを、俳句に熱心に取り組む人は不満に感じてい

るとも聞く。ただ俳句に興味のない人でも楽しめる番組として、意義はあるように思

う。出演者の批評を聞いて俳句の世界の広がりを知ることが、俳句に親しむきっかけ

になるのではないか。またこの番組は、やはり良い句が出ると番組全体が締まる。今

回はベテランの作品がすばらしかったのに加えて、俳句甲子園出身の若い才能にも期

待を持つことができた。地元出演者の中学生が、公開収録の場で堂々とした句を詠む

ことにも感心した。気になった点だが、前にも指摘した通り、俳句を三行の分かち書

きで示すのは不適切だ。短冊に書くスタイルで一行にしてほしい。華やか過ぎるセッ

トも落ち着かない。もう少し穏やかでよいと思う。俳句で表現することやみんなで鑑

賞することの楽しさ、言葉を磨くことのおもしろさを広く伝えていくため、長く続け

てほしい番組なので、今後も工夫を重ねていってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「俳句王国がゆく」は１年で全国の１０か所を回っていて、来年度も

継続する予定だ。主宰は伝統俳句の坊城さんと現代俳句の夏井いつきさ

んの２人の俳人で、バランスを取りながらやっている。会場では観覧者

が出演者の俳句を理解しやすいよう、出演者が地域を訪ねた映像をモニ

ターで紹介している。タレントゲストは、まず地元出身のゲストを決め

てから、その相手にふさわしい人を選んでいる。ご当地俳句バトルのコ

ーナーでは、同じ物を見ても出演者ごとに全然違うところに注目した俳

句ができ、その結果地域の魅力が多角的に伝わるよさがあると思う。ま

たテレビ句会のコーナーでは、作者が誰かわからないことが句の解釈に

思わぬ広がりを生むことがおもしろいと思っている。主宰の夏井さんが

言われたことだが、俳句の醍醐味は匿名性にあり、テレビ句会のように

誰が作った句かわからないからこそ多様な解釈が生まれるのが奥深い

ところだと思う。その一方で、一般の視聴者が誰が作った句か早く答え

を知りたくなる気持ちもよくわかる。こうした課題をスタッフと検討し
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ながら、来年度に向けブラッシュアップを進めていきたい。 

 

番組のゲストについて、舞台となる栃木県出身者を起用したいと考え

ガッツ石松さんに打診したところ、俳句経験があることがわかり出演を

お願いした。ご当地俳句バトルは出演者それぞれお題のどこに目を着け

るかわからないところがおもしろいと思う。俳句は情報性の少ない文学

だと思うが、詠み手の想像力次第で句の世界が無限に広がっていくのも

またおもしろい。今まで俳句に全く縁のなかった視聴者に、その奥深さ

を楽しんでいただけるよう、今後も工夫を重ねていきたい。 

 

○  番組を見て俳句の奥深さや力強さを出演者みんなが共有できた喜びが伝わってき

た。気になった点だが、イチゴ狩りの時、ゲストの生方さんがペンとメモ帳を持った

まま、イチゴを摘もうとしたのは違和感があった。栃木県の冬の定番料理「しもつか

れ」をステージで紹介した時、司会の栃木県出身のＵ字工事の２人だけが試食してコ

メントしていた。栃木出身者以外の感想も聞いてみたかった。地元の小学生が句を披

露する「小さな子規さん見つけた」のコーナーは、子どもたちの句を提示した後、イ

ンタビューで句に込めた思いを聞くと思いきや、将来の夢を語ってもらっていた。逆

に俳句の意味が深まるように思い興味深かった。テレビ句会はまず俳句がよかったこ

とに加え、その句をいいと思った人の解釈や作者自身の解説で、句の魅力が一層際立

つ構成に引き込まれた。全体を通して、俳句のおもしろさがよくわかったし、句から

その情景はもちろん、作者の人生まで感じ取ることができ、これまで関心がなかった

俳句に興味を持つことができた。俳句王国・愛媛ならではの番組として、今後も俳句

の良さをたくさん伝えていってほしい。 

 

○  番組の舞台がなぜ栃木県高根沢町だったのか、テロップでもいいので説明してほし

かった。俳句王国チームがどうしてこのメンバーになったのかも教えてほしかった。

番組はバラエティー風だが、出てくる句のレベル・質は非常に高いと感じた。特に地

元出演者の伏木友子さんが詠んだ「毛糸こけ玉巻きて亡き妣（はは）たぐり寄す」の

句について、会場の観覧者の「妣」の文字は「亡くなった母」を意味し「亡き妣」と

いう使い方は正しくないのでは、という指摘に伏木さんが答える場面は大変見応えが

あった。こうしたやり取りは番組の編集でどのように生かされているのか、逆に収録

時のやり取りをどれくらいカットしているのかにも興味が湧いた。テレビ句会につい

て、お互いの句の相互批評になっていて、たくさんの句の密度の濃い解釈が聞ける、

番組中最も魅力的なコーナーだと感じた。 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２９年１月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

１月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１６日(月)、ＮＨＫ松山放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず事前に視聴してもらった、四国羅針盤 「追跡！ペットに広がる遺伝病」

を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行った後、２月の番組編成、放送番

組モニター報告および視聴者意向についてそれぞれ説明があり、会議を終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長  松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

委  員  黒笹 慈幾 （南国生活技術研究所代表） 

坂田 千代子（株式会社あわわ会長） 

田坂 實  （愛媛県農業協同組合中央会会長） 

長井 基裕 （愛媛新聞社編集局長） 

松島 裕彦 （四国旅客鉄道代表取締役専務 総合企画本部長） 

村田 明広 （徳島大学大学院理工学研究部教授） 

森本 道義 （日本ＪＣシニア・クラブ 高知ブロック担当世話人） 

 

 

 

（主な発言） 

 

＜四国羅針盤 「追跡！ペットに広がる遺伝病」（松山） 

（総合 １２月１６日(金)）について＞ 

 

○  ペットの遺伝病について、ブリーダー・販売業者・飼い主の三者に密着取材して問

題を明確化し、冷静かつ客観的な視点から消費社会のひずみを浮き彫りにした、すぐ

れた番組だった。四国だけでなく全国的にも関心の高いテーマで、視聴者に強烈なイ

ンパクトを残したと思う。特に、ペットを消費者が好む色にするため無理な交配を重

ねることは人間の傲慢であり、その底流に拝金主義があることが強く印象に残った。

番組では、ペットの犬と猫に多くの遺伝病が発生していると伝えていた。遺伝病にな

る詳しい原因、遺伝病で多いＤＭと呼ばれる変性性脊椎症の海外での実態や、ＤＭ以

外の病気については説明してほしかった。遺伝病を減らす解決策として、遺伝病検査

室を設けた大手ペットショップの取り組みも紹介していた。遺伝病発症のリスクが高

い犬を「アフェクテッド」として除外することで、遺伝子異常のない「ノーマル」を
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増やしていくという。しかし、除外された「アフェクテッド」の犬はその後どうなる

のか、非常に気になった。この問題の解決は、個人のモラルに頼るのでは限界がある

と思う。行政を含めたペット流通の仕組みづくりが必要だと感じたし、もう少し踏み

込んでブリーダー・販売業者・飼い主の三者それぞれが負うべき負担や繁殖チェック

のあり方を示してほしかった。ペットが登場する番組やコマーシャルは多い。しかし

そのほとんどが、愛玩の視点のみから作られていると思う。ペットの命より利益が優

先されることへの疑問を、消費者自身が持ち続けていかなければならない。その意味

でも、メディアが果たす役割や責任は大きく、この問題の報道はさらに続けていって

ほしい。 

 

○  自由経済の持つひずみを感じさせられた番組だった。園芸植物や農産物では多く行

われている品種改良だが、動物には厳しいルールを設けるべきと強く感じた。遺伝病

を減らす大手ペットショップの取り組みを紹介していたが、何らかの形で行政も関与

できないのだろうか。出演者について、遺伝病にかかったコーギーを介護する女性や

元ブリーダー、犬の保護活動を行う人など、多角的に取材していたのはよかった。特

に日本獣医師会元会長の山根義久さんの話は的を射ていて、全体を引き締めていた。

この番組を見て、ペットに対して正しい知識を持つ大切さを痛感した視聴者も多いと

思う。病に苦しむペットが少しでも減ることを願っている。 

        

○  ペット２千万匹時代の暗部がかいま見え、現代社会のさまざまな病理に改めて気づ

かされた番組だった。深刻な遺伝病が恐ろしいスピードで広がっているという、初め

て知る事実も多い衝撃的な内容で、大変興味深く視聴した。ヨーロッパなどペットと

共生する文化を育んできた国では、ペットを飼いたいと思った人は、収入、家の広さ、

家族構成、心構えなどさまざまな条件をクリアして初めて飼えると聞いたことがある。

日本の場合、衝動にかられてローンまでしてペットを買った人が、収入が乏しくて世

話ができなくなるケースもあるそうだ。日本では、規制を進める一方、ペットの飼い

方自体を根本的に見直す必要があるのではないか。この番組はそうした奥深いテーマ

まで掘り下げられる可能性がありながら、そこまで至っていない。番組を見た後味が

すっきりしなかったのはそのためだと思う。番組タイトルについて「ペット」として

いるが、実際には犬だけを取材していた。猫についても取り上げるべきだった。 

 

○  命あるペットが利益追求の対象となり、物品同様に安く大量購入されている現実を

知り、深く考えさせられた。番組最後に「命を預かる責任として知識が必要」という

言葉があった。まさにその知識を得ることができた番組だった。特に、メディアの影

響で特定の種類の犬に爆発的人気が出て、無理な繁殖が増え遺伝病が発生した恐ろし

さは、説得力をもって伝わってきた。この問題は売る側だけでなく、買う側の消費者
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にも責任があると思う。番組冒頭、車イスを使う犬とその飼い主たちの交流会の様子

を伝えていたが、飼い主の声はもっとしっかり聞きたかった。大手ペットショップが

遺伝病検査室を設けてブリーダーに注意喚起する取り組みも紹介していた。ただ問題

を根本的に解決するには、ブリーダー自身が考えを変える必要があり、この視点をさ

らに掘り下げれば、命を考える番組としてより深みが増したのではないか。ペットの

需要は今後も増えていくだろうし、こうしたテーマの番組は非常に意義深いと感じた。

気になったのは四国の話題が少なかったことだ。四国ならではのペット事情を紹介す

るなど、もう少し地元の取材を多くしてほしかった。 

 

○  ペットの遺伝病について、ブリーダー・ペットショップ・飼い主、いずれにも責任

がある実態が良く示されていたと思う。病んだ動物の姿など、見ていてつらくなる内

容で、ブリーダーにもペットショップにもモラルはないのかと憤りを感じた。高い確

率で遺伝病が発症するリスクを知りながら販売したペットショップを、飼い主が訴え

ることはできないのだろうか。飼い主側も遺伝子検査のされていない犬は買わないよ

うにしないと、問題は繰り返されると感じた。元ブリーダーの男性は「ブリーダーの

良識はあるのかないのか、はっきり自分でもわからない」と語っていた。この問題は

個人の良識だけに頼っていても解決せず、行政によるルール作りが必要だと思う。気

になった点だが、コーギーのＤＭ発症については、原産地のイギリスの発症率や対策

を紹介してほしかった。タイトルに「ペット」とあるのに、犬中心の内容だったのに

も違和感を覚えた。猫に遺伝病があり問題が起きているなら、猫ブームの今こそ警告

を発してほしい。番組最後、遺伝病になったコーギーを飼う女性の「いろんなことを

知った上でペットを飼うべき」というコメントがあった。コメントをスーパーの文字

でも示していたが、「飼う」と合わせて「買う」という文字も示せれば、より深いメ

ッセージになったと思う。 

 

○  車イスを使う遺伝病の犬と飼い主の交流会のシーンから、番組はスタートした。大

変ショッキングな映像で、この交流会についてもっと詳しく知りたいと思った。物品

さながらに、売れるものなら大量に生み出すというペット業界の現実は許されていい

ものか、ビジネスとして人間が行ってよい範囲を超えていると感じた。番組は、ブリ

ーダー・ペットショップ・飼い主に加え、獣医師からも意見を聞いており、丁寧な取

材ができていたと思う。これをきっかけに関心が高まり、問題が起きないようしっか

りした規則が作られてほしいと思う。ただこの問題は、ペットに関わるすべての立場

の人に責任があるのではないか。その意味でも、番組結びの「飼い主がもっと知識を

持ってほしい」というコメントは、もの足りなく感じたし、もっと深い問題提起を行

ってほしかった。撮影について、犬と同じ低い目線で表情がよくわかり、犬の立場を

大切に制作している姿勢が伝わってきた。四国４県向けの放送だったが、ペットを飼
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う全国の人に見てほしい番組だった。 

 

○  ペットの遺伝病をめぐる現状を多方面から明快に伝える、大変啓発的な報道番組だ

った。冒頭、車イスを使う犬の交流会のシーンは非常にショッキングだった。命がま

るで物として扱われ、大量生産・大量消費された結果の恐ろしさがストレートに伝わ

ってきた。ダックスフントの遺伝病について、消費者が望む白い色にするため、色素

が作れない遺伝子を持つもの同士かけ合わせて生まれる「ダブルダップル」は、目や

耳に障害が生じるリスクが高いという。図解による詳しい説明で危険性がよく理解で

きた。一方で、人気のコーギーの遺伝病がなぜ起こるのかは、もう少し丁寧に解説し

てほしかった。番組最後のシーンでは、遺伝病に苦しむコーギーの姿が映し出されて

いた。動物の命をもてあそぶ人間の業の深さと問題解決への道のりの険しさを暗示し

ていたように感じた。「命を操作する」という意味では、遺伝子組み換え作物やクロ

ーン羊、昭和期の「産めよ増やせよ」というスローガンについても考えさせられる、

非常にすぐれた内容の番組だったと思う。四国４県だけの放送はもったいないと感じ

た。こうした地域向けの番組が全国放送される基準や割合がわかれば教えてほしい。 

 

○  ペットの命が品質を無視した安売り商品のように扱われていることに怒りを覚え

た。悪質なブリーダーを減らすには遺伝子検査を義務づけるなど、一刻も早い制度の

確立が不可欠だと思う。ただ検査を義務化しても「アフェクテッド」と判断されたペ

ットのその後を考えると、暗たんたる思いになった。すべてのペットが最期まで幸せ

に過ごせる方法を、考える必要があるのではないか。また番組では、飼い主側の問題

にあまり触れていなかった。この問題は今後も取材を継続してほしいが、飼い主の問

題や、不幸なペットの面倒を見ている人たちの活動も紹介してほしい。全国放送で知

らせていくことも大事だと思う。番組中、コーギーが流行する契機になったというテ

レビコマーシャルを紹介していたが、小さな画面でぼかしも入っており、あえて出す

必要があったのか疑問に感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

          ペットという命が、物と同じ大量生産・大量消費の仕組みに乗る

ことで生じているひずみを知ってほしいと考え、番組を制作した。

番組を見た人の意識や消費行動が変わることで、ペット流通のあり

方が変わるきっかけになればと思っている。番組の後味がすっきり

しなかったという指摘を頂いた。この問題に対する本質的な提言を

出すまでに至らなかったことは、今後の課題としたい。全国にも放

送すべきという意見も頂いたが、ヨーロッパの事例や猫の遺伝病の

情報を盛り込むなど追加取材とブラッシュアップをして、１月１１
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日（水）「クローズアップ現代＋」で全国放送した。コーギー流行

のきっかけとなったコマーシャルを紹介したのは、メディアにはペ

ットの流行を生み出す大きな影響力があることを伝えたいという意

図からだ。コマーシャルの商品は販売中で、出演したタレントは今

も活躍していることもあり、表現には配慮した。地域放送番組の全

国発信は、全国向けの放送に適した内容かを検討した上で積極的に

進めている。ちなみに、金曜夜７時３０分から放送している「四国

羅針盤」「ドキュメントしこく」については、今年度の番組の半分

近くを「ＮＥＸＴ 未来のために」「目撃！日本列島」といった全

国放送番組につなげている。 

 

今年度金曜夜に８本放送した四国ＮＨＫの年間キャンペーン「Ｄ

ｉｓｃｏｖｅｒ四国」の特集番組は、ＢＳで放送したり短縮版を総

合テレビ「スタジオパークからこんにちは」で放送するなど、うち

７本を全国発信する予定だ。ほかの地域の人にも見てほしい四国の

魅力や課題を扱った番組は、できるだけ多く全国展開して、四国の

人にも喜んでもらうことは、地域放送局の使命のひとつと考えてい

る。 

 

去年、ペットの殺処分問題を取り上げた番組を制作した。視聴者

の反響が大きかったこともあり、継続してこの番組に取りかかった。

番組を見た一人一人の意識や行動が変わり、問題が解決に向け動き

出してほしいという思いを込めた。繁殖チェックのあり方について

は、消費者が声をあげるようになってきており、国も改善策を模索

している。これに関連して「クローズアップ現代＋」では、リスク

のある交配は行わず、飼い主と面接した上でペットを直接引き渡し

ているブリーダーの取り組みを紹介した。「アフェクテッド」と判

定が出た犬のその後だが、ボランティア団体などが引き取って一般

の人に譲り渡すなど、善意によってギリギリ支えられている現状だ。

解決されていない問題だが、今回の意見を伺い、紹介してもよかっ

たなと感じた。 

 

○  今後大きな社会問題になりそうなペットの遺伝病についてよく取材しており、問題

提起にふさわしい番組だった。冒頭、車イスを使う犬たちを見て衝撃を受けた。ペッ

トブームが続く中、人気の犬が遺伝子異常の検査もされず繰り返し繁殖され、病気が

増えているという。ペットブームに潜むこうした問題が、なぜ野放しにされているの
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か疑問を抱いたし、流通のあり方も問題だと思った。動物という命あるものが物と同

じように売買される現状は、生産者・売り手の利益至上主義がもたらした結果であり、

遺伝病を広げた大きな責任が両者にあると思う。大手ペットショップが遺伝病検査室

を設けた例も紹介していたが、費用はかかっても、血統書のような証明書を義務付け

ることが必要だと感じた。 

 

○  無理な繁殖の結果、遺伝病にかかり苦しむ犬がいることは知っていたが、その実態

と背景を知り驚いた。高いリスクを知りながら、命より利益を優先する悪質なブリー

ダーには怒りを覚えた。消費者側もそうした現実やリスクを知り、命あるものを育て

る責任感を持って、購入を決断することが大事だと感じた。ＤＭを発症して下半身に

麻痺があるコーギーを、我が子のように世話する女性の献身的な姿には胸をうたれた。

遺伝病をなくすためペットショップに検査室を設け、ブリーダーに健全な繁殖を促す

仕組みはすばらしいと思う。しかし、検査やワクチン、飼育にかかる費用を負担する

必要があり、導入するブリーダーは少ないという。ブリーダー・販売者・消費者の中

で、この仕組みがうまく組織化されていくことを願いたい。 

 

○  冒頭、車イスを利用する犬と飼い主の交流会の映像が紹介された。どのような会な

のか気になる視聴者もいたと思う。詳細をせめてテロップで教えてほしかった。この

番組で、現在２千万匹ものペットが飼われていることやペットの遺伝病が千種もある

こと、流行がもたらした無秩序な繁殖が病気の原因であることなど、ペット流通の大

きな闇を知ることができ大変勉強になった。遺伝病が発生する仕組みを、図式や専門

家の話を交え、わかりやすく伝えていたのもよかった。匿名を条件に大手ペットショ

ップ専属の獣医にもインタビューするなど、掘り下げた取材にも感心した。気になっ

たのは、ブリーダーの実態や悩み、検査業者など企業の取り組みや理想は丁寧に描か

れる一方、消費者側の話が少なかったことだ。消費者も安易に流行に乗らず、知識を

得てからペットを購入し飼育すべきことは理解できたが、実際に取るべき具体的行動

は示されず、番組は終了した。今後さらに取材を深め、ペット流通の仕組みを変える

解決策や消費者側の取り組みも紹介していってほしい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月１０日(土)の名探偵ポワロ ハイビジョンリマスター版「アクロイド殺人事

件」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 3:00～4:40）について、アガサ・クリスティーの原作を初めて

読んだドキドキ感を、残念ながら味わうことができなかった。ドラマ向きの小説では

ないのだろう。 
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一方で、同じクリスティー原作のドラマで、１１月２７日(日)から放送の「そして

誰もいなくなった」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 9:00～9:56）は、ストーリーを知っていても充

分楽しめるドラマになっていてよかった。 

 

○  １１月１７日(木)のクローズアップ現代＋「“好調”コンビニに“異変”あり」を

視聴した。コンビニ業界の裏側を有機的に捉えた番組で、さまざまな仕組みがよくわ

かり、大変おもしろい番組だった。市場規模１０兆円を超える成長産業を支える、フ

ランチャイズ店オーナーの苦闘も丁寧に描かれ、フランチャイズ契約の実態や現場の

疲労感が的確にあぶり出されていた。コンビニ本部が用意した契約書では、再契約は

本部の自由な判断で決めると定められており、実際３割の店が再契約されていないと

いう。売り上げの半分を本部がロイヤリティーとして吸い上げるなど、オーナーには

非常に厳しい世界と感じた。取材に応じた５６歳のオーナーは、オーナー歴１３年の

ベテランだが、本部のガイドラインが示す年収や休日確保にはほど遠い現状で、異議

を申し立てているという。このテーマは民放ではおそらく取り上げることができない

だろう。取材陣の確かな力量も感じられた番組だった。 

 

○  １２月２３日(金)のＳＯＮＧＳスペシャル「吉田拓郎～風のように…なんて考えた

事があったなぁー～」（総合 後 10:50～11:50）について、吉田拓郎の出演を大変う

れしく思った。７０歳と年齢を重ねたが、歌の迫力は若い頃とまったく変わりなく心

から感動した。 

 

○  １２月２９日(木)の「ドラゴンクエスト３０ｔｈ そして新たな伝説へ」（総合 後

10:00～10:48）を視聴した。「ドラクエ」の愛称で知られるゲーム「ドラゴンクエス

ト」第１作が発売されてから、2016 年で３０年を迎えるという。このタイミングを

とらえ、ゲームの生みの親である堀井雄二さん、キャラクターデザインの鳥山明さん、

音楽のすぎやまこういちさんなど、多くの関係者に開発秘話などを聞く内容だった。

なるほどと納得したり当時を思い出して懐かしんだりと、非常に楽しい番組だった。

丁寧な取材で、視聴者が知りたかったこと、聞きたかったこともしっかり織り込まれ

ていたと思う。演出も、ドラゴンクエストのゲームさながらに、テロップや効果音が

使われるなど、手の込んだ工夫に引き込まれた。ナレーションを担当し出演もしてい

た俳優の山田孝之さんは、このゲームの大ファンだという。的を射た起用だった。こ

の番組を制作した担当者も、非常にコアなマニアなのではないか。番組では、次回作

開発の様子も伝えていた。今の主流はオンラインゲームだが、次回作はそうではない。

その理由を深掘りするのもおもしろいだろうと感じた。 

 

○  １２月３１日(土)の第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦「夢を歌おう」について。楽しく視
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聴したが、番組セットに大型のＬＥＤパネルを多用しているのが気になった。ＬＥＤ

ならではのきれいなステージだったが、これだけに頼りすぎると、昔ながらのセット

の良さが失われてしまうのではと心配になった。 

 

○  １２月３１日(土)の「第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦」を視聴した。紅白は年末の慌た

だしい中、年が変わることを実感できる貴重な番組だ。その年に活躍した歌手の晴れ

やかなステージで年越しを感じる。そこに紅白ならではの良さがあると思う。今回、

タモリさんとマツコ・デラックスさんをふるさと審査員として起用しながら、２人は

審査員席には一度も座らず舞台裏を見て回る、という演出があった。途中までは楽し

く見ていたが、番組最後にも２人がＮＨＫから帰って行く様子を流していたのには、

そこまでしなくても、と落胆した。構成や演出のリニューアルは、既存のものをやみ

くもに変えるのではなく、視聴者が番組に何を求めているのかを大事に行っていって

ほしい。 

 

○  １月１日(日)の新春特集 さわやか自然百景「日本列島 水が刻んだ大地の絶景」

（総合 前 7:20～8:28）を視聴した。日本列島の水に焦点を当て、四季や原風景、生

き物の営みが丹念に描かれていた。１年のスタートに、自然の偉大さや豊かさを体感

できる、大変意義のある番組だった。放送時間はやや長いと感じたが、４章に整理さ

れた構成はわかりやすかった。各章に配した旅人の視点が加わることで、メリハリが

出て飽きずに見ることができた。水の恵み豊かな日本の四季は、世界に誇れる財産だ

と改めて感じた。 

 

○  「おはよう日本」のコーナー「まちかど情報室」を毎朝見ている。大変おもしろく

ためになるので、まとめて番組や本にすれば楽しいと思う。 

 

○  １月２日(月)に再放送されたドキュメントしこく「トクエさんの豆腐」（総合 前

6:15～6:43 四国ﾌﾞﾛｯｸ）を視聴した。以前も見た番組だが、改めて本当によい番組だ

と感じた。何より主人公の愛媛県伊方町に住む石井トクエさんが作る豆腐がおいしそ

うで、どんなグルメ番組のメニューより食べてみたいと思った。今と昔の暮らしにつ

いてなど、トクエさんの話す言葉も、深く心に響くものだった。制作者に賛辞を送り

たいと思う。 

 

○  １月６日(金)の四国羅針盤「働きたいママを逃すな！～動き出す四国の中小企業

～」では、出産などで職を離れた母親が再び働きたいと思っても、子どもを預ける保

育所が見つからなかったり、子育てで短時間しか働けなかったりと、企業側のニーズ

と合わない実態を紹介していた。能力はあるのに働けない人がいる一方、世の中では
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人手不足だと言っている。番組ではその解決策として、複数の企業のシェアで社員向

けの保育所を運営したり、母親も働きやすい環境づくりに社長自ら努めたりする例を

紹介していた。２８分という短い放送時間の中、前半でミスマッチの状況を的確に描

き、後半では解決に向けた知恵を端的に示した、大変参考になる番組だった。 

 

○  １月７日(土)に再放送された、福島をずっと見ているＴＶ ｖｏｌ．６４「“忘れ

ない”を引き継ぐ」を視聴した。まず、ＮＨＫが東日本大震災の後も継続してこうし

た番組を制作していることに敬意を表したい。番組では、福島県立大沼高校の演劇部

が、２０１２年から震災や原発事故をテーマにした劇の上演を続けていることを伝え

ていた。司会の箭内道彦さんやゲストが「被災者の中には悲惨な災害を忘れたい人も

いる」「相手を思いやる気持ちを持ち続けることを忘れない」とコメントしていたが、

その言葉が重く響く、深い余韻を感じる番組だった。 

 

○  １月８日(日)の四国えかこと！「生誕１５０年正岡子

視聴した。タイトル通り、苦難でも楽しんでしまう子規の生き方に焦点を当てた番組

で、哲学家や小説家を目指しながら、ものにならなければすぐに考えを切り替える、

子規の変わり身の早さ、楽天主義がよくわかる番組だった。その一方で、友達に毒も

弱音も吐く人間らしさも上手に描かれていたと思う。再現ドラマで、身長 158 センチ

の漱石を演じた役者が、身長 163 センチという子規を演じた役者より身長が高かった

のは、違和感を覚えた。 

 

○  大河ドラマ「おんな城主 直虎」が８日に始まった。最近、史料の中に直虎を男性

とする記述が見つかったという。ドラマへの影響はあるのか教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

          直虎の人物像についてははっきりしない点も多く、男性だという

説も諸説あるうちの一つと受けとめている。ドラマはあくまでフィ

クションであり影響はない。 

 

○  １月１４日(土)の「テレビｄｅつぶや句５７５」（総合 前 0:10～0:59 中国・四国・

九州沖縄ﾌﾞﾛｯｸ）を視聴した。松山局から全国放送しているラジオの「つぶや句５７

５」とはまた違う雰囲気で、大変楽しくリラックスして見ることができた。 

 

○  総合テレビで毎週水曜日に放送している「超入門！落語 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」は

「聴いて楽しむ落語を話に合わせてあえて映像化した新たな挑戦」と毎回冒頭でうた

っている。その演出手法は、俳優が落語家の語りに合わせて口パクで演じるというも
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のだ。落語は落語家の表情や身ぶりなど、全部を含めて話芸を楽しみたいと思ってい

る。この番組の意義を毎回探りながら見ているが、残念ながら見出せていない。 

 

○  １月１３日(金)のドキュメントしこく「思い出は額のなかに」を見た。松山市の額

縁職人・風雅さんは、月に５件以内で、依頼人の大切な物を額縁に納める仕事を引き

受けている。番組では、理容師の男性が父や師匠から受け継いだハサミなどを、風雅

さんが額の中にレイアウトしていく様子を丹念に描き出していた。額に人生のストー

リーや思い出を納めるという、ほっこりとした温かい内容がよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

          「超入門！落語 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」は、タイトルに「超入門」

とある通り、おもに落語を詳しく知らない人に向けて制作している

番組だ。町の長屋や神社の初詣と言っても、言葉としぐさだけでは

よくわからない若者もいると思う。それを俳優のあてぶりの演技や

情景の映像で理解しやすくしている。出演している落語家の皆さん

も「落語を多くの方に知ってほしい」という思いがあり、番組の表

現をおもしろいと感じ協力してくれている。視聴者からも多くの好

評をいただいており、試行錯誤しながらより多くの人が楽しめる番

組に育てていきたい。 

「第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦」のタモリさんとマツコ・デラック

スさんの演出は、紅白全体を盛り上げる一つのしかけという位置づ

けだった。中々見られない紅白の舞台裏や準備の様子は視聴者の関

心も高いと考え、実験的に行った。今回の反響も踏まえ、さまざま

な可能性を探っていきたい。セットにはＬＥＤパネルも利用したが、

かまくらをイメージしたホール全体や２階席までのステージなど、

実物も駆使した。ＬＥＤだけに頼るのではなく、両方を追求してい

きたい。 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２８年１２月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

１２月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１９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、まず事前に視聴してもらった、

フクちゃん」を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行った後、１月の番組

編成、放送番組モニター報告および視聴者意向についてそれぞれ説明があり、会議を終

了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長  松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

副委員長  髙橋 祐二 （三浦工業代表取締役会長） 

委  員  黒笹 慈幾 （南国生活技術研究所代表） 

坂田 千代子（株式会社あわわ会長） 

田坂 實  （愛媛県農業協同組合中央会会長） 

長井 基裕 （愛媛新聞社編集局長） 

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 （徳島大学大学院理工学研究部教授） 

森本 道義 （日本ＪＣシニア・クラブ 高知ブロック担当世話人） 

 

 

 

（主な発言） 

 

＜四国えかこと！ （高知） 

（総合 １０月９日(日)）について＞ 

 

○  高知県出身の漫画家・横山隆一さんが描いた４コマ漫画「フクちゃん」は、今から

ちょうど８０年前の昭和１１年から４６年まで３５年間新聞連載され、延べ１万回に

及んでいたことを初めて知り驚いた。着物にエプロン姿、学生帽でゲタを履いたかわ

いいフクちゃんは、日本人の心にしっかりと浸透していったのだろう。戦争による中

断はあったものの、激動の時代に「フクちゃん」掲載を続けた新聞社に拍手を送りた

いし、ユーモアあふれるフクちゃんが人々の気持ちを明るくしていたことはすばらし

いと思う。巨匠・手塚治虫や長谷川町子、ちばてつやさんたちにとって、横山さんは

師匠というべき存在で、漫画界に大きな影響を与えたパイオニアだったこともよく理
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解できた。横山さんは昭和３０年にカラーアニメを制作し、手塚治虫も見たという。

アニメ「鉄腕アトム」が誕生したきっかけと考えると、横山さんは「アニメ大国・日

本」の生みの親ではないかと感じた。番組終盤には「フクちゃん」最終回を描いたペ

ンを長谷川町子に贈ったエピソードや、連載終了を惜しむ著名人のメッセージが紹介

された。どれも心温まる内容でよく取材できていたと思う。高知県は「まんが王国・

土佐」をうたい、さまざまな活動を行っている。横山さんとほかの高知県出身の漫画

家との接点をもう少し詳しく紹介すれば、さらによい番組になったのではないか。ゲ

ストについて、佐藤栞里さんは少女漫画に出てくるヒロインのようで、この番組に適

任だった。コメントもしっかりしていてよかったと思う。アニメーション作家の鈴木

伸一さんも、横山さんと親交が深く良い人選だった。 

 

○  「フクちゃん」の歴史や魅力、作者の横山さんの思いをテーマごとに紹介する、ポ

イントを押さえた構成だった。「ありふれた日常の中つむがれるドラマが、時代を生

きる人々にささやかなほほ笑みを提供し、多くの読者が共感した」という解説には納

得がいった。子どもの視点で日常を描き、脇役にもキャラクターを設定したことは画

期的で、手塚治虫も手本にしたという。今を知るために歴史を学ぶ重要性をさりげな

く伝えていて、好印象を持った。その一方でよくわからなかったのが、番組のターゲ

ットをどの年代に設定したのかということだ。横山さんの生い立ちや「フクちゃん」

を描き始めた理由をもう少し詳しく教えてほしかった。ゲストの佐藤さんが「フクち

ゃんのゲタがおしゃれ」と話していたが、生まれた時代や環境で物事の受け止め方が

違うことを痛感した。四国出身のゲストがいなかったのは残念だった。 

 

○  「フクちゃん」がありふれた日常を描き、脇役にもキャラクターを設定し、明るい

子どもの視点で表現するなど、今につながる漫画の基礎を築いた作品であることがよ

く分かった。そうそうたる漫画界の巨匠が影響を受け、手本にもしながら名を成して

いったことも丁寧に描かれていた。手塚治虫は「フクちゃん」を教科書にしてまね、

トレードマークのベレー帽も横山さんの影響だという。横山さんを師と仰ぎ尊敬して

いたことに感銘を受けた。番組は「フクちゃん」という作品を軸に構成されていたが、

それを生んだ横山さん本人を軸にした番組も見たいと思った。必要最小限の線で情景

を表わす技や、子どもの自由な発想に基づく展開、トンチのきいた温もりのある作風

などはどのように生み出されたのか、横山さんの幼少期・青年期も描きつつ解き明か

してほしいと思う。今回番組を収録した横山隆一記念まんが館について、施設の一部

しか紹介されなかったのはもの足りなく感じた。場所など、もう少し詳しく教えてほ

しかった。出演者ではアニメーション作家の鈴木さんと司会の千野秀和アナウンサー

が、番組の巧みな進行に貢献していたと思う。 
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○  番組全体を通して一番興味深かったのは、横山さんと長谷川町子との交流で、「フ

クちゃん」最終回を描いたペンを贈るという行為は非常に強い愛情表現だと思う。こ

こに焦点を当てて構成すれば「大人の番組」に仕上がったのではないか。「フクちゃ

ん」を知れば漫画やアニメがより深く楽しめる、という番組のコンセプトはやや大げ

さに感じた。どんな年齢層の視聴者に向け作った番組なのだろうか。子どもっぽい演

出もあり「フクちゃん」を知らない世代をターゲットにしたのだろうが、思い切って

「フクちゃん」をよく知る世代に対象を絞るべきではなかったか。「フクちゃん」は

連載終了から４０年以上経っている。新しいネタや切り口を見つけるには関係者への

取材が最も重要だと思う。ちばてつやさんが横山さんの描く線を「シンプルでいなが

らやさしい」と評していたのは、同業者らしいよいコメントだった。その一方で、横

山さんの家族など身近にいた人の証言がなかったのはもの足りなく感じた。いま高知

県では「まんが王国・土佐」と銘打ってさまざまなＰＲを行なっている。この番組は、

その象徴的施設でもある横山隆一記念まんが館のおもしろさを知るきっかけとして

はよい内容だったと思う。一方でもう少し高知らしさや高知のにおいを出す工夫・演

出はできなかったのだろうか。番組終盤、後半生に構想していた未発表の「フクちゃ

ん」が高知を舞台にしていることを伝えていたが、エンディングの桂浜の映像も含め

て、取ってつけたような印象は否めなかった。番組で紹介された横山さんの写真は不

鮮明なものが多く残念だった。横山さんが制作したアニメ「おんぶおばけ」について

も、掘り下げた取材をしていながら、フィルムの保存状態が悪いという理由で映像が

見られなかったのは期待外れだった。ゲストについて、アニメーション作家の鈴木さ

んはとぼけた人柄が自然に出ていてほほえましく、人選は成功だったと思う。 

 

○  大変見やすい構成の番組で、高知県出身の横山さんが「まんが大国・日本」のパイ

オニア的存在で、手塚治虫をはじめとする名だたる漫画家に影響を与えたことを知り

うれしく思った。番組では、同じく高知出身のやなせたかしさんも、横山さんに憧れ

漫画家になったことを伝えていた。郷土の偉人を知るきっかけになる、非常に意義の

ある番組だったと思う。ちばてつやさんにインタビューをしたり、長谷川町子美術館

や杉並アニメーションミュージアムを丹念に取材したりと、貴重な証言や資料を数多

く紹介していたのもよかった。必要最低限の線でわかりやすく描写するところに漫画

のすごみがあること、４コマ漫画が漫画の基本であることなど、漫画の核とも言うべ

き知識を増やしてくれたのもありがたかった。ゲストについて、松村邦洋さんのコメ

ントはわかりやすく的確でよかった。ただ松村さんも佐藤さんも「フクちゃん」を知

る世代ではない。ゲスト二人のうち一方が「フクちゃん」をよく知っている年齢なら、

違った話を聞くことができ、内容にも広がりが出たのではないか。番組中フクちゃん

のイラストが動いたりしゃべったりする演出が随所で見られた。フクちゃんの声に声

優を起用していた分イメージが湧き、フクちゃんをより身近に感じることができた。
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番組を見て初めて横山隆一記念まんが館に行ってみたが、大変興味深くおもしろかっ

た。 

 

○  横山さんが「マンガ大国・日本」の創始者とも呼ぶべき人であることがよく分かっ

た。手塚治虫、長谷川町子、ちばてつやさんなど有名な漫画家が横山さんを師匠と仰

ぎ大きな影響を受けたこと、「フクちゃん」連載終了時に川端康成など各界著名人の

コメントが新聞に載ったことは、横山さんの存在の大きさをよく伝えるものだった。

一方で「フクちゃん」の「子どもとおじいさんで同居」という異色の家族設定の理由

や、現代にも通じるトンチの効いた４コマ漫画は、もっとしっかり紹介してほしかっ

た。連載が中断された戦争中、横山さんがどういう漫画を描いていたのかも気になっ

た。ゲストの松村さんと佐藤さんは、横山さんの漫画にコメントするには年齢が若す

ぎたように思う。アニメーション作家の鈴木さんは、横山さんと親交がありコメンテ

ーターとして適任だった。「フクちゃん」の年表が書かれたボードを解説するシーン

にスタッフが映り込んでいた。何とか工夫できなかったのだろうか。 

 

○  漫画家の横山さんと「フクちゃん」について丁寧に伝える番組で、横山さんが日本

漫画界のパイオニアであること、手塚治虫や長谷川町子、ちばてつやさんら巨匠たち

が「フクちゃん」から学んでいたことを、初めて知ることができた。高知県は「まん

が王国・土佐」と銘打ってＰＲ活動を行っている。今後高知に若い漫画家が育ち、横

山隆一記念まんが館が人材の育成と漫画文化の継承・発展に貢献していく上で、今回

の番組は一定の役割を果たしたのではないか。ただその意味でも、横山さんと高知県

との関わりはもっと取り上げてほしかったと思う。また「フクちゃん」がどの新聞で

連載されていたのか説明が不十分で、不親切だと感じた。 

 

○  「フクちゃん」の作者の横山さんが高知県出身ということを初めて知り、興味深く

視聴した。番組タイトル「忘れちゃイヤーン ぼくフクちゃん」の「イヤーン」は、

フクちゃんが困ったとき口にする決めぜりふで、アニメの「フクちゃん」を思い出し

とても懐かしく感じた。番組はオープニングから、フクちゃんのイラストを使った遊

び心のあるテロップが楽しく、コミカルな音楽も効果的だったと思う。６０年前のフ

ィルムなど貴重な資料が数多く紹介され、横山さんと日本を代表する著名な漫画家た

ちとの交流も丁寧に取材されていた。漫画界のパイオニア・横山さんの人柄を魅力的

に描き出し、その時代背景を理解しやすい構成だったと思う。イラストのフクちゃん

が桂浜を駆けるエンディングもユニークだったが、横山さんや「フクちゃん」と高知

県との関わりをもう少し盛り込めば、高知をもっとアピールできたのではないか。横

山隆一記念まんが館の場所や展示内容の詳しい紹介もあれば、より親切だったと思う。

ゲストの２人は、ほっこりした人柄が番組の雰囲気に合っていて良い人選だった。松
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村さんと千野アナウンサーの掛け合いもおもしろかった。４コマ漫画の紹介で、アニ

メ「フクちゃん」の声優・坂本千夏さんが、フクちゃんのセリフをしゃべる演出は、

懐かしさとぜいたくさが相まって秀逸だった。 

 

○  横山さんと「フクちゃん」のことを、この番組で初めて知った。「フクちゃん」の

新しさとして、子どもの視点で日常を描いたことや、脇役にもキャラクター設定をし

たことが挙げられていた。今の漫画と比べるより「フクちゃん」以前の漫画と比較し

た方が、理解が進んだのではないか。「フクちゃん」が後輩の漫画家に与えた影響に

ついて、手塚治虫が「フクちゃん」を模写した絵や「フクちゃん」への熱い思いをつ

づった言葉を紹介していた。なぜ懸命に模写をしたのか、そこから何を学んだのか、

詳しく知りたいのに説明がないのは気になった。ただその後の、ちばてつやさんが語

る「フクちゃん」の魅力は非常にわかりやすく、理解を助けてくれた。全くタッチの

異なる作品でも、「フクちゃん」から大きな影響を受け、個性もそこから生まれてい

ることがよく分かった。横山さんが長谷川町子に贈ったペンは、４コマ漫画のバトン

を次の世代に渡そうとしたものだろう。ペンに添えられた淡々と描かれたフクちゃん

の絵と言葉「フクちゃん最終回をこのペンでかきました きねんにどうぞ」は胸にし

みた。ゲストの佐藤さんはほのぼのとした「フクちゃん」のイメージにぴったりで、

番組全体にぬくもりを与えていたと思う。撮影について、４コマ漫画のセリフや手塚

治虫の著書など文字を映す時、大きくアップにした文字をカメラを動かしながら追っ

ていくのは大変読みづらい。文字が多少小さくなってもセンテンスのまとまりを見せ

た方が理解しやすいと思う。また横山隆一記念まんが館については、場所など詳しい

施設の紹介をした方が親切だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

          誕生から８０年を迎えた「フクちゃん」を今の時代にどういう切

り口で番組にしたらいいか、それがこの番組の最大の課題と感じて

いた。しかし多くの委員の皆さんが「フクちゃん」と横山さんのこ

とや、横山さんが高知出身であることを知らないのは大変意外で、

この番組も「フクちゃん」とはどういう漫画か、もっと丁寧に紹介

すべきだったと思う。愛媛県の俳句甲子園のように、高知県にはま

んが甲子園という一大イベントがある。会場の一角に横山隆一記念

まんが館があるので、高知の人ならまんが館のことも当然知ってい

ると思っていた。まんが館の場所などの説明は番組中でしておくべ

きだった。 

 

「フクちゃん」という漫画のかけがえのない魅力と意義を視聴者
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に伝えると同時に、「フクちゃん」を紹介しながら作者の横山さんを

見つめることに挑戦したいと考え、この番組を制作した。「フクちゃ

ん」は誕生から８０年の節目というだけに留まらず、日本が「まん

が大国」「アニメ大国」と言われるまでになった原点ともいえる漫画

なのではないか。そのことを今の視聴者にきちんと伝えたいという

ねらいもあった。ただその分、横山さんの人となりや、高知とのつ

ながりについては十分に紹介しきれなかった。どんな視聴者に向け

て作ったのかという点について、放送時間が日曜日の午後１時台と

いうこともあり、家族で番組を見ながら親子や三世代で「フクちゃ

ん」について語り合ってほしいと思っていた。今回「フクちゃん」

と横山さんについて地道に取材を進めた結果、いくつか発見があっ

た。例えば横山さんは戦時中、従軍記者としてインドネシア・ジャ

ワ島に赴いており、その時のイラストが発見されたということがあ

った。これについてはこの番組よりもニュースがふさわしいと考え、

１０月１８日の「おはよう日本」で全国放送した。ゲストについて、

アニメーションは好きだが昔の漫画は全然知らない佐藤さんと、

「フクちゃん」のアニメをリアルタイムで知る松村さん、今と昔の

漫画の歴史をわかりやすくレクチャーできる鈴木さん、という人選

にした。 

 

○  番組を通して横山さんや「フクちゃん」が、漫画界と世の中に与えた影響の大きさ

と、「まんが大国・日本」の原点であることがよく分かった。「フクちゃん」が４コマ

漫画の新聞連載を通して、戦前から苦しい時代にも、人々を明るく温かく励ましてき

たことも理解できて、漫画の持つ力を感じることができた。漫画界の巨匠たちが「フ

クちゃん」を愛し、憧れ、自分の作品にも登場させていることが紹介されていた。横

山さんの人柄、漫画家としての偉大さに感銘を受けた。ゲストについて、佐藤さんは

明るく素直に漫画の魅力を表現していたと思う。一方、松村さんは漫画の奥深さや歴

史について話していて、二人のバランスは良かったと思う。演出では、イラストのフ

クちゃんが画面に登場して動くのがおもしろかった。残念だったのは、横山さんは高

知県出身なのに高知との関わりがよくわからなかったことだ。今後も世の中に多大な

影響を与えた四国出身者を紹介していってほしい。 

 

○  長年にわたって親しまれたものは、世代によって見方や感じ方がかなり変わってく

る。ゲストの佐藤さんは平成生まれとスーパーに出ていたので２０歳代であることが

すぐ分かったが、松村さんの年齢がわからず、番組後半、本人の言葉でようやく５０

歳前であることが分かった。最初にわかっていれば理解も進んだのではないか。横山
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さんが多くの漫画家に大きな影響を与えたことについて、横山さんと他の漫画家との

年齢差が最後までわからないまま終わってしまったのも不親切で、もう少し丁寧に紹

介してほしかった。また昭和１１年の連載開始から昭和２０年代の戦争を挟む時代に

は、「フクちゃん」にもさまざまな苦難が訪れたと思う。年表でさっと触れた程度の

説明だったのは残念だった。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月１２日(土)おはよう四国「四国プラス 釣って食べて楽しむ旬のイイダコ」

を見た。イイダコ釣りに挑むリポーターの高松放送局・川﨑理加アナウンサーは、新

人らしい初々しさに好感が持てた。前振りでは初心者でも簡単に釣れるはずだったの

に、川﨑アナウンサーは、他の客が次々釣り上げる中、４時間でやっと１匹という展

開も予想外でおもしろかった。イイダコを使った郷土料理のフルコースは、天ぷらを

はじめどれも本当においしそうだった。最後に釣り体験の連絡先が長く表示されてい

たのも親切だった。金子峻アナウンサーと坂上未樹キャスターのコメントには、深み

と温かみがあってとてもよかった。 

 

○  １１月１２日(土)のＴＶシンポジウム「日本のコメをどうする～みずほの国の新た

な選択～」を視聴した。パネリストは、農業経済学が専門の大学教授、食糧問題の研

究者、里山資本主義を提唱したことで知られる研究者、ＪＡ全中常務理事、情報通信

技術を駆使する愛知県の大規模農家、中山間地でブランド米作りに取り組む群馬県の

小規模農家と、バランスがとれた人選だったと思う。内容も、米は１人当たりの年間

消費量が５０年前のおよそ半分まで減り、価格の下落も止まらず、将来の農業の担い

手が不足するなど、米の問題点を非常に的確に捉えていたと思う。一方、米から作る

ゲル状の新食材「米ゲル」の紹介もあり、こうした新たな取り組みへの期待も感じる

ことができる番組だった。 

 

○  １１月２０日(日)ＮＨＫスペシャル「“がん治療革命”が始まった～プレシジョン・

メディシンの衝撃～」を視聴した。「プレシジョン・メディシン」は「精密医療」と

訳され「病気にかかった細胞を遺伝子レベルで解析して見つけ出した適切な薬を投与

して行う治療」と定義されている。番組では、がん細胞の遺伝子を調べそれに合わせ

た分子標的薬という薬を投与することで、がん治療の考え方が根本から変わったこと

をわかりやすく紹介していた。がん治療がこれまでの臓器別から遺伝子変異別に移行

している事実がよく分かったし、ハイスピードで変わりつつある治療の現場を的確に

伝えることで、患者や家族に闘う勇気も与えていたと思う。将来特効薬が出現する可
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能性や、治療のメカニズムの見える化、高額治療からの解放、ビッグデータと人工知

能の活用など、がん患者の希望になる情報がすべて押さえられている見事な出来の番

組だった。一方で、分子標的薬がまだ見つかってないがんもあり、その事実も冷静に

紹介していた。「これが知りたい」と思ったポイントを必ずすぐに提示してくれる、

まさにかゆいところに手が届く内容で、制作者の真摯（しんし）な姿勢が伝わってく

る番組だった。 

 

○  １１月２６日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「村松亮太郎×枡

野俊明」を視聴した。毎回見ている番組だが、今回のプロジェクションマッピングを

手がけるアーティスト・村松さんと、禅僧で庭園デザイナー・枡野さんの対談は特に

おもしろかった。枡野さんは禅の思想を庭作りという形で表現していて、その庭をさ

まざまな角度から捉えた映像で、意図をよく理解することができた。日本の庭は同じ

姿に留まることがなく、いつ行っても違う景色が見える。完全なものを作り上げるの

ではなく、完全を超えて不完全な世界を作るのだと言う。「自然が力を添えることで

四季折々移ろってゆくのが、総合芸術としての日本の庭である」という話は大変勉強

になった。一方、村松さんのプロジェクションマッピングは、これまで画面の中に閉

じ込められていた映像をフレームから解放するものだと言う。この固定観念からの解

放は、自然の中での移ろいを尊重する禅の考えと非常に近いものだ、という会話には

とてもわくわくした。升野さんの庭作りと村松さんのプロジェクションマッピングが

ぐるりと１周回ってつながり、日本の文化の根っこを見せてくれた、実に豊かな番組

だった。 

 

○  １２月９日(金)四国羅針盤「いつか来る その日のために～密着 高校生“津波サミ

ット”～」を視聴した。１１月、高知県黒潮町に世界３０か国の高校生が集まり津波

防災について話し合ったサミットについて、高知の高校生がどのように頑張り国際会

議の議長を務めたのか知りたいと思って見始めた。サミットの概要や雰囲気は理解で

きたが、どういう経緯で黒潮町が開催場所になったのかきちんとした紹介がなかった

のは残念だった。サミットには、津波で被災した経験を持つ世界各国の高校生が参加

していた。国は違っても皆同じように悲しい思いを抱いているようだったが、サミッ

トで共有した経験や知恵を自国に持ち帰り地域の防災リーダーとして活躍すること

には、大きな意義がある。今後この津波サミットが何をやっていくのか、次があるの

かなどの説明はしてほしかった。 

 

○  昭和南海地震から７０年がたち、防災の季節ということもあり１２月９日(金)の四

国羅針盤を視聴した。番組冒頭、南海トラフ巨大地震で大津波が警戒されている高知

県黒潮町に建てられた、鉄骨の津波避難タワーが紹介されていた。津波が来れば巨大
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なタワーの階段を急いで上がらねばならず、高齢者や障害者には利用しにくいのでは

ないかと感じた。津波サミットで議長を務める地元の高校生も参加した夜間の避難訓

練では、多くの人が短時間で避難場所にたどり着けないなど、さまざまな課題が見つ

かっていた。このことを踏まえ高校生が「津波対策は、強い当事者意識を持って臨ま

ないと進まない」と考えていることがよく分かった。サミットでは、世界各国の高校

生が真剣に議論している様子が丁寧に取材されていたと思う。「津波への油断が被害

を拡大させた」という気仙沼高校の報告や「犠牲者を減らすために高度な知識もテク

ノロジーもいらない」という言葉を大変重く受け止めた。こうした知恵を若い世代が

さらに次の世代につないでいく大切さについても考えさせられた。ただこの津波サミ

ットが開催された背景、経費や継続性など知りたいことの説明が乏しく、詰めが甘い

と感じられたのは残念だった。 

 

○  １２月１６日(金)阿波スペシャル「昭和南海地震から７０年 巨大地震 そのとき

子どもたちは」（総合 後 7:32～8:00 徳島県単）を視聴した。今から７０年前、1946

年に起きた昭和南海地震では、徳島県内の死者・行方不明者は 202 人で、年代別に見

ると１０歳未満の子どもが多く、母親とともに逃げ遅れていたという。その悲しい歴

史を教訓に、この番組ではテーマを子どもに絞り、地震や津波から子どもたちの命を

守るにはどうすればいいか、ヒントとなる貴重な事例を紹介していた。子どもたちが

授業で自分の身を守ることを学び、家族と一緒に津波から逃げる避難経路を考えるな

ど、終始子ども中心に描かれていたのはよかった。また、津波で押し寄せた水が地盤

沈下等の影響でなかなか引かない「長期浸水」という新たなリスクについても紹介し

ていた。「逃げて終わり」ではなく長期浸水にどう対応するか、深く掘り下げていて

印象に残った。番組は、万一の時のため昭和南海地震をもっとよく知ることが大事だ

と結ばれており、非常に示唆に富んだ内容だった。 

 

○  １２月１６日(金)阿波スペシャルについて、南海トラフ巨大地震が起きた時、子ど

もたちをどうすればいち早く高くて安全な場所に避難させられるか、徳島県の小学校、

幼稚園、保育園などが、大学研究者の支援を受けながら対策に取り組む様子が紹介さ

れていた。特に県の南部では津波到達時刻が早いため一刻の猶予も許されない。職員

や先生に加え、応援で駆けつけられる人を確保する必要性を感じた。また小学生が学

校で主体的に学んだことを、それぞれの家庭で避難に生かそうとする取り組みは非常

によいと思った。過去の津波被害の伝承を集め、次の南海トラフ巨大地震に生かす地

道な努力も評価すべきと感じた。後半では、地盤沈下により徳島でも長期浸水の恐れ

があることを、最新の研究成果として紹介していた。ただどこでどの程度地盤沈下が

起きるのか番組を見ていてもよくわからず、もっとしっかり伝えてほしいと思った。

また、長期浸水から子どもたちをどう守るかという説明はなかったので、子どもに焦
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点を当てた番組タイトルとは少しずれていると感じた。 

 

○  １２月１７日(土)の目撃！日本列島・選「“消えない痛み”伝えたい～戦後７１年・

記憶と向き合った夏～」を視聴した。戦争について、去年の戦後７０年のような節目

の年にはメディアは大々的に取り上げるが、終わってしまえば報道は縮小してしまう。

「戦争の記憶を風化させない」というコンセプトのもと、この番組が作られたことに

まず敬意を表したい。昭和２０年８月１１日、鹿児島県の加治木町を襲った空襲で中

学生１５人が犠牲になった。番組は「消えない痛み」として今も残る空襲の記憶と向

き合い続けた同級生２人を追っていた。１人は、米軍はなぜ子どもまで撃ったのかと

いう疑問から、空襲を記録に残そうと奔走し、空襲に加わった米軍パイロットが「罪

なき日本人の命を奪ってしまった」という思いに苦しんでいたことを突き止める。も

う１人は機銃弾に体を撃ち抜かれた男性で、アメリカへの複雑な思いや、戦争を憎む

気持ちを吐露していた。２人に密着し、その思いを引き出した取材力を高く評価した

い。機銃に撃たれた男性が顔の傷について「灰色の青春だった」と語った場面は強く

印象に残ったし、結婚６０周年の食事会で家族を前に空襲の負傷について初めて語り

「平和のありがたさを痛感してほしい」と訴えかけるシーンには心を打たれた。戦争

では勝った国も負けた国も深い傷を負う事実を改めて提示し、二度と戦争をしてはな

らないという理念を貫いた番組だった。 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２８年１１月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

１１月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、２１日(月)、ＮＨＫ松山放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず事前に視聴してもらった、Ｄｉｓｃｏｖｅｒ四国「ディープなトコま

を含め、放送番組一般

について活発に意見の交換を行った後、１２月の番組編成、放送番組モニター報告およ

び視聴者意向についてそれぞれ説明があり、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

副委員長  髙橋 祐二 （三浦工業代表取締役会長） 

委  員  黒笹 慈幾 （南国生活技術研究所代表） 

佐伯 美香 （松山東雲女子大学・短期大学バレー部コーチ） 

長井 基裕 （愛媛新聞社編集局長） 

松島 裕彦 （四国旅客鉄道代表取締役専務 総合企画本部長） 

村田 明広 （徳島大学大学院理工学研究部教授） 

森本 道義 （日本ＪＣシニア・クラブ 高知ブロック担当世話人） 

 

 

（主な発言） 

 

 

＜Ｄｉｓｃｏｖｅｒ四国  

～開幕！瀬戸内国際芸術祭２０１６～」（高松）（総合 １０月７日(金)）について＞ 

 

○  今年、瀬戸内海の島々で開かれた現代アートの祭典「瀬戸内国際芸術祭」について、

作品だけでなく芸術祭に関わる人々の姿を多角的に映し出した、立体感のある番組だ

った。若いアーティストや支える地元の人たちなど、さまざまな人間像が描かれてい

たのも印象的だった。芸術祭を契機に、地方創生が生き生きとした形で具現化されて

おり、その最たる例が、移住者が増え子どもも増えた結果、小学校が復活したという

男木島だろう。その一方で、忘れてはならない負の歴史として、ハンセン病療養所が

ある大島をしっかり取り上げていたのもよかったと思う。「訪れた人たちはアート作

品だけでなく、アート以外のあるがままの島の姿を大変興味深く見ている」という指

摘も新鮮だった。ゲストの俳優・石倉三郎さんの「作品を理解するのではなく感じれ

ばいい」という言葉は、アートに対するハードルを下げてくれた気がした。番組タイ
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トルについて、「トコまで」はくだけすぎていて「ところまで」とすべきではなかっ

たか。 

 

○  瀬戸内海の島々で 2010 年から３年おきに開催されている瀬戸内国際芸術祭のこと

を初めて知った。芸術のすばらしさと島の魅力をたっぷりと伝えていて、実際に訪ね

てみたいと思わせる内容だった。制作者の思いや島の人とのつながりも丁寧に紹介さ

れ、作品の奥深さがよくわかった。地元の人や観光客がアートを通して、島の魅力や

何気ない暮らしの良さに改めて気づく、という内容もとてもよかった。特に、島の人

も参加するユニークなアート「小豆島きもだめスイッチ」の紹介では、きもだめしを

楽しみながら参加者と島民の交流が育まれる様子がきちんと描かれていて、芸術の持

つ力を感じることができた。大阪からＵターンした夫婦が芸術祭をきっかけに小豆島

で食堂を開き、地区伝統の棚田を守ろうと棚田米を使った料理をふるまう姿も印象に

残った。地産地消による地域活性化の可能性と、食でつながるコミュニティーのすば

らしさを感じることができた。大島のハンセン病療養所を訪ねアートも鑑賞する「大

島ガイドツアー」について。忘れてはいけない島の歴史をワークショップを通じて受

け継いでいく若者の姿に、「アート紹介」とは異なる趣きを感じたが、島の歴史や文

化の継承という意味では大変よい紹介だったと思う。 

 

○  瀬戸内国際芸術祭では、国内外のアーティストが数か月もの間島に滞在し、住民と

交流を重ねて作品をつくり上げていくという。そのプロセスに感動を覚えた。地元の

人は、島を訪れる人に自慢の作品を積極的に紹介しており、それがリピーターやイン

バウンドにつながっているのだろう。食を取り上げたパートでは、小豆島中山地区の

食堂が印象に残った。Ｕターンした若者が地区の人に教わりながら棚田で作った米を、

食堂のご飯として提供していた。休耕田をなくし棚田を守る上で、大変意義のある取

り組みだと思う。大島のパートでは、ハンセン病患者隔離の悲しい歴史や記憶を、ア

ートで若い人に伝えていく取り組みに驚くとともに、すばらしい試みと関心した。療

養所入所者で陶芸家の山本隆久さんと、島のワークショップに参加してきた若い松岡

理沙さんとの交流には、心温まる思いがした。故郷を思いながら島を出ることのでき

ない入所者の実情もよく伝わってきた。ゲストについて、小豆島出身の石倉さんと、

連続テレビ小説「とと姉ちゃん」出演で旬の俳優・相楽樹さんとの組み合わせは、ツ

ッコミ役の石倉さんと控えめな相楽さんのバランスが絶妙で、納得できるキャスティ

ングだった。ただ２人が訪ねたのは女木島だけで、ほかの島にも足を運んでほしいと

感じた。特に大島は、若い人がハンセン病について知るよいきっかけにもなり、ぜひ

実際に訪ねてほしかった。 

 

○  瀬戸内国際芸術祭の見どころを現場に足を運んで紹介していて、実際に行ってみた
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いと思わせる構成だった。番組冒頭、ゲストの石倉さんが「アートはよくわからない。

難しい」と話していたが、そんな石倉さんが、実際に作品に触れることでアートの力

を実感するという流れには、見る者をうなずかせるものがあった。女木島の島民を描

いた作品「西浦の塔」など、それぞれのアートに、作者の島への思いが反映されてい

たのも興味深かった。ガラス職人の八田綾子さんが、粟島に３か月滞在して作品を制

作するパートでは、八田さんと島の人たちとのふれあいが化学反応を起こして、繊細

なアートが生み出されたことがよくわかった。密着取材が功を奏したのだと思う。小

豆島の「きもだめスイッチ」は島民参加型の作品だったが、「島が元気になるきっか

けにしたい」と島の人が話すように、人口減少・高齢化がコミュニティーの機能を弱

体化させている中、ユニークな試みとして印象に残った。また大島のハンセン病患者

の隔離の歴史や、療養所入所者の故郷への思いを伝えるアートは、心に響くものだっ

た。ただ、この芸術祭が生まれた経緯や、多くのアーティストが参加する理由の説明

がなかったのは残念で、それがあれば一層興味を引く内容になったのではないか。会

場の数、鑑賞に必要な時間、交通手段など、芸術祭の全体像もきちんと紹介してほし

かった。芸術祭の経済効果やマイナス面についても気になった。今回番組で取り上げ

た会場や作品を、どういう基準で選んだのか教えてほしいと思う。 

 

○  番組のねらいがあいまいで、伝えたいメッセージがよくわからなかった。７３分と

いう放送時間も長すぎる。途中で退屈したので、４０分程度にして内容を絞るか、個々

のエピソードをもっと深掘りすべきではなかったか。構成は、多くの素材を無理やり

「瀬戸内国際芸術祭」という１本の横串でまとめようとして、統一感がなく散漫な仕

上がりになっていたと思う。タイトルも、報道なのかバラエティーなのか旅番組なの

か、腰が座っていない印象を受けた。この番組で伝えるべきテーマは何か、自分なり

に解釈すると「過疎の島々に現代アートがもたらしたものは何か、改めて問い直すこ

と」ではないか。番組を見る前、その答えは「インバウンドを含めた観光の果実」と

考えていたが、番組を見て「アーティストや観光客との交流を通じて、島に生まれ島

に暮らす幸せに島民が気づき始める」というのが現時点での答えと感じた。番組の女

木島や粟島のパートからは、そうしたメッセージがほのかに伝わってきた。こうした

ねらいで制作していたなら評価できるが、そうだとしたらなおのことタイトルは違う

ものにすべきではなかったか。芸術祭が行われている現場で、出演者がＶＴＲを見な

がらコメントする設定にも違和感を覚えた。スタジオではなくせっかく現場にいるの

だから、現地でもっとしっかり取材すべきだろう。「小豆島きもだめスイッチ」のパ

ートはおもしろかった。取り組みそのものがユニークで、小豆島の人たちの人柄もう

まく伝わっていたと思う。カメラワークも秀逸で、手持ちカメラの揺れを効果的に使

うなど、視聴者がきもだめしに参加しているような臨場感がうまく出ていた。その一

方、出演者の取材シーンで、撮影スタッフが意味なく映り込む場面が何回かあったの
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には興ざめした。こうした場面はきちんとカットすべきではないか。 

 

○  瀬戸内国際芸術祭の楽しみ方を多彩な角度から知ることができた番組だった。秋会

期の開幕直前というタイミングに、この芸術祭を取り上げる必要性も理解できた。一

方で、作品や背景の説明があまりに盛りだくさんで集中力が持たず、７３分という放

送時間をとても長く感じた。「ディープなトコまで見せます」というタイトルなら、

もう少し題材を絞ったほうがよかったのではないか。構成は、芸術祭の影響で地域が

変わった過去の例やゲストの女木島リポート、食の紹介など、さまざまな要素が未整

理のまま混在している印象だった。現地に足を運んでいるゲストが、ＶＴＲを見てコ

メントしたり、ＶＴＲ中に表情をワイプで見せる演出にも、違和感を覚えた。番組中、

この芸術祭にリピーターが多いのは、アート作品だけでなく島に元々あるものに興味

をひかれたり、都会にあるものが島にはないことに引きつけられたりしているからだ、

という紹介があった。それはこの芸術祭に限ったものではなく、説明になっていない

と感じた。番組終盤・大島のパートは「芸術祭はアートの枠を超え、地域に新しい未

来をもたらすツールになり得る」という内容で、番組のまとめにふさわしいと思った

が、その後、男木島の学校が舞台のアートが短く紹介され、落ち着かない終わり方で

残念だった。 

 

○  番組冒頭「アートがわからなくても楽しめるものが盛りだくさん」というナレーシ

ョンがあったが、番組を見終えて、現代アートを楽しめるかどうかは鑑賞する人次第

だと感じた。「レトロなバス」と紹介された女木島のバスは、単に車体のさびたバス

に見え、レトロという言葉に違和感を覚えた。粟島で作品を制作した八田さんのこと

を、なぜ「ガラス職人」と紹介したのかも理解できなかった。八田さんのウミホタル

をイメージした作品は背景の窓がまぶしく、もう少し撮影を工夫してほしかった。女

木島のシアターと男木島の学校体育館のアートは規模が大きく、それなりの制作費が

必要だったと思う。どこが負担したのか気になった。大島のパートでは、ハンセン病

療養所の歴史をきちんと紹介していてよかった。島でのワークショップに参加してき

た女の子・松岡さんが書いた作文で、原文の「してたらいいな」という言葉をナレー

ションでは「していたらいいな」と読んでいた。原文のままのほうが子どもらしくて

よかったと思う。 

 

○  瀬戸内国際芸術祭に関する話題が盛りだくさんで、見応えのある番組だった。見て

いる間、自分も島にいて、ゆったりとした時の流れに身を任せている気分を味わうこ

とができた。そうした雰囲気を醸し出しているのが、ゲストの石倉さんの気取りのな

い話し方や、相楽さんのゆっくりとした柔らかい声だったと思う。２人ののどかな話

しぶりと飾らないふるまいが、島の風景を一層魅力的に見せてくれていた。岡裕美キ
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ャスターの進行も自然で、番組全体のトーンを穏やかにまとめていたと思う。番組中、

多くのアート作品が紹介されていたが、込められた思いやそこに置かれている意味を、

周囲の風景とともに伝える工夫が凝らされていた。また地元の人たちが作者や観光客

と一緒にアートを楽しみ、島の暮らしの魅力を再発見していることもよくわかった。

大島のハンセン病療養所でのアート展示は、大変意義深いものだ。アート鑑賞は楽し

いだけでなく、それぞれの島の現実を知るきっかけにもなるのだと感じ入った。大島

での山本さんと松岡さんの交流も印象的だった。２人の交流はそれだけで一つの番組

になると思う。石倉さんが「アートのおかげでバリアフリーになった」と話していた

が、これこそがこの芸術祭の魅力だと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

 瀬戸内国際芸術祭は３年前の前回に続いて今回も、延べ 100 万人を

超える来場者があった。春・夏・秋の３会期と長期にわたって開催さ

れることからも、地域にとって非常に大事なイベントと考えている。

高松放送局では今年、年間を通じてこの芸術祭について取り上げ、四

国や全国向けのさまざまな番組を制作してきた。香川県向けの夕方の

ニュース情報番組「ゆう６かがわ」でも、会期中毎週、中継や企画で

伝え、視聴者が投稿する芸術祭関連の写真も紹介した。投稿写真は連

携した地元新聞社の紙面にも掲載された。こうして多角的に取り上げ

ることで、地域の人たちも大変喜んでくれたと感じている。特に秋会

期が始まる１０月には、俳優の吉高由里子さんが島とアートをめぐる

特集番組、「あさイチ」の特集企画や「新日本風土記」など、瀬戸内

海に注目した多彩な番組を放送した。この「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ四国」

は春から継続取材をしてきた、その集大成と言えるものだ。 

 

瀬戸内国際芸術祭を取り上げた番組は、これまでも数多く作られて

いる。その中でもこの番組は四国での放送ということで、「地元の人

向け」という点を大事に制作した。３回目の芸術祭ということもあり、

誕生の背景など概要はあえて深く説明しなかった。「現代アートは取

っつきにくい」「芸術祭のことは知っているが作品のことはよく知ら

ない」と言う人は地元でも多いと思う。この番組はそうした人に、作

品の制作背景やそれに関わる人たち、アートが地域にもたらした変化

について知ってもらい、芸術祭のことをみんなで考えるきっかけにし

てほしいと思い制作した。番組で取り上げた会場や作品を選んだ基準

については、「思いを込めた作品を制作するアーティスト」「芸術祭

を受け入れる島の人」という２つの柱をベースに、撮影時期も考慮し



6 

て決定した。タイトルを「ディープなトコまで」としたのは、「ディ

ープなところまで」と言うより響きがよく親しみやすいと考えたから

だ。粟島で作品を制作した八田さんを「ガラス職人」と紹介したのは、

「アーティスト」と言うと絵画や彫刻などさまざまなジャンルがあり、

具体的に「ガラス職人」と伝えた方が視聴者の理解が進むと考えた。 

 

ディレクターとともに、カット、コメント一つ一つにこだわって番

組を制作した。縁遠いと思われがちな現代アートだが、番組終盤に取

り上げたように、芸術祭をきっかけに男木島に移住者が増え学校が再

開されたことを知ったのが、制作の出発点となった。構成は、現代ア

ートになじみの薄い多くの視聴者を意識して、導入をできるだけ親し

みやすくした。その後段々と「地域活性化のツールとしての芸術祭」

というテーマに落とし込んでいくよう心がけた。今後も地域に活力を

与える一助となるような、番組の制作に取り組んでいきたい。 

 

○  瀬戸内国際芸術祭について、隣りの県に住んでいながら、この番組で初めて詳しく

知ることができた。１２の島と２つの港で開催される祭典で、「アート作品はもちろ

ん、昔ながらの島の暮らしも、また訪ねたくなる魅力になっている」という話にはう

なずかされた。地域の人が自主的に、時には巻き込まれて参加する中で一体感が生ま

れ、地域おこしが実現している様子が丁寧に描かれていたと思う。女木島の西浦地区

の住民を描いた作品「西浦の塔」や若手ガラス職人の八田さんの作品づくりを通して、

アーティストと住民の信頼関係やつながりも伝わってきた。ハンセン病患者が隔離さ

れていた大島では、芸術祭をきっかけに多くの子どもたちがイベントに参加し、陶芸

名人の山本さんと教わる若い松岡さんの間では豊かな交流が育まれていた。住民が一

体となった新しい地域おこしが行われていることを実感できた場面で、これからもア

ートの力で歴史を風化させず伝えていってほしい。一方で、島に長期滞在して作品を

つくるアーティストたちの費用を、誰が負担するのかは気になった。番組で詳しく紹

介されなかった島の、芸術祭への関わり方やアクセス情報も知りたかった。出演者の

石倉さん、相楽さん、岡キャスターは役割が明確で存在感もあったが、訪れたのが女

木島だけだったのは残念だった。 

 

○  瀬戸内国際芸術祭を通じて、地元の人が故郷の「宝」に気づけることはすばらしい

と感じた。その点をしっかりと伝える、ＮＨＫらしい意義深い構成だったと思う。ア

ート作品はもちろん、地元の人の生活や思い、島の歴史も詳しく描かれていた。秋の

会期に合わせたタイムリーな放送で、作品紹介からグルメまで、訪れたいと考えてい

る人にとって参考にもなる番組だったと思う。番組冒頭の映像と川井郁子さん作曲の
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壮大なテーマ音楽からは、制作者の番組への意気込みが伝わってきた。ゲストの石倉

さんと相楽さんのコンビネーションもとてもよかった。「小豆島きもだめスイッチ」

は、観光客だけでなく島の住民にも充実感など得るものがあり、この芸術祭ならでは

の「無形アート」だと思った。大島のパートについて、ハンセン病の歴史と入所者の

深い悲しみをアートで表現して人々の記憶に残していくことは、偏見や誤解をなくし

正しい理解に導くため大変有効だと感じた。各パートの間におすすめアート作品を短

く紹介していたが、限られた放送時間に１つでも多くの作品を紹介する工夫でとても

よかった。番組終盤の男木島の学校が再開されたという内容は、もう少し詳しく説明

してほしかった。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月２０日(火)放送のサラメシ「まるごと広島スペシャル」でお好み焼きの映像に

付けた「広島焼き」というテロップが、再放送では「お好み焼き」と修正され、イン

ターネットで話題になっているという。なぜ「広島焼き」という言葉を使ったのか教

えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

 広島県外では広島風お好み焼きのことを「広島焼き」と呼ぶ人もい

るため、「広島焼き」と表示した。しかし放送後に広島の複数の視聴

者から「地元では広島焼きとは言わない」という指摘を受け、再放送

では一般的な料理名である「お好み焼き」に改めた。 

 

○  「俳句王国がゆく」を以前から楽しみに見ている。出演者が地域の魅力を俳句にし

て競い合う番組だが、最近作りや演出を少しずつ変えている試みが成功していると思

う。特に１０月１６日(日)放送の熊本市の回は、出演者が市内をめぐって、熊本の魅

力を探していく温かいまなざしが心に残った。できあがった一つ一つの句にも、地震

からの復興への思いがよく表れていて感銘を受けた。やはり句がいいと番組も引き締

まると感じた。句の勝敗について、以前は主宰の俳人が批評をしてから、観客に聞い

て決めていたが、今はそれを逆にしている。観客の率直な評価が聞ける分、今のほう

が良く、改善されたと思う。ただ番組中の句の表示について、三行に分けて示す場合

があることに、違和感を持っている。「俳句は三行で書くもの」という見方が広がっ

ていかないか危惧している。特に今は、句切れという形を取らず、音をつないで途中

で切っていく俳句もある。縦一行で表示する工夫が必要ではないか。 

 

○  １１月４日(金)の四国羅針盤「“若手”が辞めていく～離職にあえぐ四国の企業～」
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について、番組冒頭で紹介していた新入社員の離職率は、大卒者が対象だったが、そ

の後取材していた四国企業の若者には高卒者もいた。若手の離職には、「夢や目標を

持てない」という共通の理由があると思う。ただ番組中の離職者の学歴は、揃えたほ

うがわかりやすいと感じた。 

 

○  １１月４日(金)の「四国羅針盤」について、若手社員が次々と辞めていくという実

態は、人口減少・人材不足の中、企業にとっては死活問題であろう。会社経営者とし

て、四国の傾向を知りたいと思い視聴した。最新のデータでは、全国の大卒新入社員

の３年以内の離職率は全国平均で３１．９％。ところが四国４県の離職率はいずれも

この数字を上回っているという。番組で取材した若手社員は、仕事の実力を上げたい

と思っているが、同じくらいプライベートの時間も大事にしたいのだという。彼らの

考えが理解できず戸惑いを感じた。ただ現状を嘆くだけでは何も変わらない。今の若

者には人生の目的や夢が乏しく、自らの将来像を描けていない者が多いという。この

点を明確に考えさせることで仕事のモチベーションを上げたり、業務を丁寧に教える

体制を整えたりといった、離職を防ぐ企業の取り組みが大切なことが理解できた。し

かし四国４県の大卒新入社員の離職率が、何が原因で全国平均より高くなっているの

か、納得のいく説明がなかったのは残念だった。 

 

○  １１月１１日(金)の四国羅針盤「女性活躍のかげに潜む病～急増する子宮内膜症」

を視聴した。激しい月経痛を引き起こす子宮内膜症は、重症化すれば不妊につながり、

がんに進行するリスクも高いという。この病気で苦しむ女性のイメージ映像を通じて、

その怖さを感じることができた。元患者が語る「病を抱えながら仕事を優先し、子ど

もが欲しいと思った時には病気が原因でそれが叶わず、離婚まで考えた」という生の

声から、子宮内膜症が少子化問題までつながっている現実にも気づかされた。番組で

は、早い段階で治療すればリスクが減ることや、その治療法も詳しく紹介していた。

生理痛は「よくあること」ではなく「病気」の可能性もあると、意識を変える必要が

あることがよくわかった。近年四国でも、女性に就業者が増えており、６５．８％を

占めるという。働く女性に健康についてアンケートした結果をフリップなどでわかり

やすく紹介することで、女性活躍推進の裏にある厳しい現実を知ることができたし、

社会全体が女性の働き方について考え方を変える必要があることもわかった。自分の

認識も改めさせられる番組だった。 

 

○  １１月１３日(日)の明日へ つなげよう「拝啓 １０年後のあなたへ～震災前の飯

舘村から～」を視聴した。２００６年、福島県飯舘村で村民から「大切な人への手紙」

を募り、保管したのち１０年後に配達しようという企画が進められた。その後、東日

本大震災と福島第一原子力発電所の事故が村を襲い、１０年を経た今年、手紙は配達
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された。番組は村民それぞれの「大切な人」である、友人や家族、未来の自分への手

紙の内容と、その手紙を送った人・受け取った人への取材で構成されていた。飯舘村

のスローガンとなっている「までい」という方言には「丁寧に」「心を込めて」「相手

を思いやる」という意味のあることが紹介される一方、住民が避難したままの家や、

放射性物質に汚染された土などの廃棄物を入れた袋が映し出されていた。震災前と震

災後の大きなギャップや、原発事故の罪深さが胸に迫ってくる思いがした。効率重視

に走って原発を推進した結果生じた大きな課題が描かれており、後世に伝えていくべ

き番組と感じた。 

 

○  １１月１８日(金)の四国羅針盤「“衝撃の低投票率”はなぜ？～検証・四国の１８

歳選挙権～」を視聴した。今年の夏の参議院選挙の１０代の投票率について、四国４

県では合区や候補者の影響で、高知は低いと思っていた。それが全国ワースト５の４

つを四国で占めたことを知り、これは考えなければいけないと改めて感じた。若者の

投票を促す岐阜県での先進的な取り組みも紹介されたが、「若者に政治が遠い」と言

う以前に、その親の世代が既に政治から離れている印象を受けた。「シルバー民主主

義」と言われるように、高齢者層の政治への影響力が増す中、自分たち若者の声はど

うせ届かないとあきらめムードが漂う状況にも、ショックを受けた。１１月４日の四

国羅針盤と合わせて、若い世代に焦点を当てた内容は、大変興味深かった。 

 

○  2011 年に東京から高知に移住してきて、ローカルニュースをとても楽しく見るよ

うになった。特にＢＳ１の「列島リレーニュース」は毎日見ていて、どの地域のどん

なニュースを取り上げるのかに興味がある。月に一度は、その月の一番おもしろかっ

たニュースや興味深いニュースを選んで、もう一度見られるとさらに楽しいと思う。

世の中がいろいろな意味で疲弊していると言われる今、うまくいかない経験をした人

は増えていると思う。そんな時テレビや雑誌で本当に見たかったり読みたかったりす

るのは「幸せを感じられる」ニュースではないか。何となくほっこりと幸せになれる、

そうしたニュースが求められており、そんなネタはローカルにこそあるのではないだ

ろうか。小さくても人を幸せにする力のあるニュースを掘り出し、全国の人々に届け

たいという意思を「列島リレーニュース」に感じている。 

 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２８年１０月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

１０月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、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、まず事前に視聴してもらった、四国えかこと！「旅グルメ～テツ and トモ

が徳島・海陽町で料理対決！～」を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行

った後、１１月の番組編成、放送番組モニター報告および視聴者意向についてそれぞれ

説明があり、会議を終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

副委員長  宅間 一之 （高知県立歴史民俗資料館顧問） 

委  員  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） 

松島 裕彦 （四国旅客鉄道代表取締役専務 総合企画本部長） 

村田 明広 （徳島大学大学院理工学研究部教授） 

森本 道義 （日本ＪＣシニア・クラブ 高知ブロック担当世話人） 

 

 

（主な発言） 

 

 

＜四国えかこと！「旅グルメ～テツａｎｄトモが徳島・海陽町で 

料理対決！～」（松山）（総合 ９月２５日(日)）について＞ 

 

○  徳島県海陽町を舞台に、旅人のテツａｎｄトモが海に浮かべたボードの上に立ちパ

ドルをこいで移動するスポーツ「ＳＵＰ（スタンドアップパドルボーディング）」や

藍染め、ウツボ漁を体験し、名物料理の考案に挑む盛りだくさんな内容で、歌やコン

トも楽しみながらあっという間に見ることができた。ＳＵＰのパートでは、美しい海

辺の景色や海中の様子、ボードに乗ったトモさんの怖がる表情など、多彩な映像に引

きつけられたが、ボードに立った人の目線からの景色も見てみたかった。また、特産

のきゅうりを育てている農家のシーンでは、最新技術による栽培や県外からの若い移

住者の紹介など、地方創生につながる話題がよかったと思う。きゅうりを使ったスイ

ーツも取り上げていたが、アイスクリームとケーキのうち、アイスしか紹介されなか

ったのは残念だった。特産の藍については、染色だけでなく、藍の種を使ったスイー

ツやお茶を紹介していた。藍の種が本来、どんな味や食感なのかは説明してほしかっ
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た。ウツボ漁のパートでは、ウツボを釣り上げる仕掛けをイラストで示していたのが、

分かりやすくてよかった。番組の最後、テツａｎｄトモが町の人と考えた、海陽町の

新名物料理「ウツボバーガー」と「ウツボアイス」が披露された。本当に旅人と地元

の人だけで考えたメニューなのか疑問に思った。このメニューを放送後１週間販売す

るとナレーションしていたが、売れ行きはどうだったのか気になった。 

 

○  海陽町の人たちがテツａｎｄトモを招き、地元食材を生かした名物料理を考案して

もらう内容で、４つのキーワードをもとに、町の魅力が十分に伝わってきた番組だっ

た。２人の軽快な動きと歯切れのいいやり取りも番組を盛り上げていたと思う。「Ｓ

ＵＰ」のパートでは、水床湾の風景や底まで見える海の美しさを堪能した。「きゅう

りタウン」として売り出し中の海部地区は、最先端技術を導入しての栽培や、若い農

家のやる気に満ちた声と笑顔が印象的だった。徳島の伝統文化「藍」のパートでは、

栽培から藍染めまで取り組む若者の姿を頼もしく見た。「手の青い職人は地元で尊敬

される」というエピソードからは、徳島の人々の藍に寄せる熱い思いが伝わってきた。

兄弟漁師の「ウツボ漁」は珍しさもあって興味深く、美しい海や朝の船出の光景は格

別だった。こうした地域の魅力に触れた上で２人が考えたメニューが、ウツボバーガ

ーとウツボアイスだった。どちらも名物料理と呼ぶには心もとなく、「遊山箱」とい

う伝統的な弁当箱にバーガーを入れたのも、不自然に感じた。番組冒頭に登場した、

伊勢エビやアワビのバーべキューの方が魅力的だったと思う。 

 

○  海陽町の多彩な魅力を知ることができた番組だった。ただテツａｎｄトモは、終始

一緒に行動していて「２人別々にメニューを考え対決する」という趣旨には合ってい

なかったと思う。それぞれに付いた町の助っ人の存在感も薄まっていた。これでは、

考えた料理のメインの食材が、同じウツボになってもしかたないと思う。別々に分か

れて旅をして、違う食材で対決すべきではなかったか。町の魅力の紹介もややもの足

りなく感じた。ＳＵＰについて「実は今ブームなんです」とナレーションしていたが、

ブームの原因や広がりは丁寧に説明してほしかった。きゅうり栽培についても、最先

端技術を導入していると言うが、農家が長年蓄積した知識や技術がどう生かされてい

るのか、もう少し詳しく教えてほしかった。きゅうりアイスを食べた２人の感想も「お

いしい」の連呼にとどまり、どうおいしいのかわからなかった。料理対決で、ウツボ

バーガーを入れた遊山箱の３つの箱には、バーガーの具と野菜が入っていたが、うち

１つの箱の具がウツボでなく阿波尾鶏だったのには違和感を覚えた。 

 

○  テツａｎｄトモが、海陽町の魅力を紹介するとともに地元の食材で作る名物料理で

対決する番組で、彼らの明るさと歯切れのいいトークが、番組の印象を良くしていた

と思う。番組は、ご当地アイドルグループ・ＵＭＩＰＡＲＵが「海陽町ならではの新
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しい料理を作ってほしい」と２人に依頼するところから始まる。ＵＭＩＰＡＲＵメン

バーのふん装やキャラクターはかなり奇抜で、依頼者にふさわしかったのかやや疑問

に感じた。ＳＵＰというマリンスポーツは、この番組で初めて知った。藍も、徳島県

では吉野川沿いで育てているイメージが強かったが、海陽町にもあることを初めて知

ることができた。町が導入した最先端のきゅうり栽培技術で、若い人が作業に励む姿

には好感が持てた。ウツボを使った料理ははじめから台本にあったと思うが、テツａ

ｎｄトモは味や食感を工夫する過程でアイデアを出すなど、しっかり貢献していたと

思う。できあがったウツボバーガーは食べてみたいと思わせるものだった。その一方

で、ウツボアイスは独創的だが、料理というよりデザートだろうと感じた。 

 

○  海陽町の魅力をさまざまな視点から伝える楽しい番組で、地元の多彩な文化を紹介

していた。番組中「町には豊富な食材はあるのに名物料理がない」というナレーショ

ンがあったが確かにその通りで、わざわざ食べに行きたくなる料理が生まれることを、

期待しながら視聴した。結局できたのはウツボバーガーとウツボアイスだったが、新

名物料理としては今ひとつと感じた。冒頭登場した海産物のバーベキューの方がおい

しそうに思った視聴者は多かっただろう。町の人だけでなく旅行代理店など観光のプ

ロたちがアイデア出しに加われば、真剣さも増し、バラエティーの枠を超えた地域振

興に資する番組になったのではないか。ブログやＳＮＳで新料理が広まる可能性もあ

ると思う。完成した新メニューは、放送翌日から１週間、地元で提供されたという。

売れ行きはどうだったのか気になった。 

 

○  旅番組は、地域の今を生き生きと伝え、旅情をかきたてるコンテンツだと思う。こ

の番組も、四国でも行きにくい印象のある海陽町についてわかりやすく伝えていて、

非常に楽しく視聴した。定番スポットではなく、町の新しい取り組みに焦点を当てて

いたのもよかったと思う。特にＳＵＰは、近くにサーフィンで有名な場所もあるので、

地域振興に活用できると感じた。ＳＵＰやＵＭＩＰＡＲＵのことは、この番組で初め

て知った。これらについてインターネットで検索すると、関係者が懸命に情報発信し

ているようだが、限界もあると思う。地域の人材や魅力を広く伝えることは、旅番組

の使命でもあると感じた。きゅうりタウンの試みからは、特産品を地域の活性化に生

かそうとする、町の人の熱い思いが伝わってきた。また「藍の栽培や藍染めは吉野川

流域のもの」というイメージが強かったが、徳島南部にもあることを初めて知ること

ができた。新名物料理対決について、ハンバーガーとアイスクリームでは、デザート

のアイスの方が分が悪い。ウツボバーガーは、遊山箱に入れるアイデアもユニークで、

３対０の判定でバーガーの勝ちかと思ったが、２対１だったのは演出上の配慮かとも

感じた。 
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○  海陽町の魅力を紹介しながら、新名物料理を考案する番組で、肩ひじ張らずに楽し

むことができた。ただ番組冒頭、ご当地アイドルや町のキャラクターがハイテンショ

ンで登場したときは、この調子で進むならついて行けないと感じた。しかし、その後

のＳＵＰから始まる水床湾の紹介は、落ち着いたペースでじっくり楽しむことができ

た。特に、穏やかな海とその透明度は印象的で、ＳＵＰも見ていて楽しそうだった。

藍染めに取り組む若者たちの、海と空の青を表現した作品は魅力的だった。トモさん

の藍染め作品の出来がよいのにも感心した。その一方できゅうりのハウス栽培は、コ

ンピュータを駆使した最先端技術によるもので、自然の豊かさや奥深さが感じられる

他のテーマと対照的で、違和感を覚えた。きゅうりは名物料理づくりにもあまり登場

せず、印象に残らなかった。完成したウツボバーガーとウツボアイスは、地元の人た

ちが大いに楽しみながら料理していることが伝わり、本当においしそうに見えた。番

組全体を通して、ウツボ、遊山箱、藍の種など、海陽町ならではのものを盛り込みな

がら、地元の人が主人公になって進む感じが心地よかった。人々が今住んでいる町を

愛し、楽しみながら力を合わせる様子が、自然体で描かれていたからだと思う。テツ

ａｎｄトモの気取らないフランクな姿勢も番組を盛り上げていたし、屋良有作さんの

ナレーションも、懐かしいふるさとの匂いを醸し出していて内容にピッタリだった。

日曜午後のゆったりした時間に、家族で楽しめる番組に仕上がっていたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

 この番組は「家族で楽しく見られる」「旅を通して地元の良さを紹

介する」という、２つのコンセプトを大切に制作している。町で藍染

めをする若者が「手が青いとそれだけで地元の人が尊敬してくれる」

と話していたが、地元の価値観や文化が一言で伝わってくる言葉だと

思う。ディレクターにはそのような言葉を引き出し、地域の厚みや空

気感を映像化してほしいと伝えている。新名物料理の考案について。

まずディレクターが事前に取材した現地の魅力を旅人に伝え、旅人は

さらにロケで会った地元の人や自然・風景から得たインスピレーショ

ンも加えて、メニューを考えている。「コンビが分かれて旅した方が

いい」という意見があった。お笑いコンビは２人で掛け合いながら旅

する方が盛り上がり、番組も見やすくなると考えた。ただ今回は、同

じウツボという食材を使うことになってしまった。もう少し工夫して

もよかったと思う。この番組はまだ、本当の名物料理を作るところま

で行き着けていないのかもしれない。ただ、地元の方が名物料理を考

えたり、地域の良さに改めて気付くきっかけになってほしいと考えて

いる。 
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この番組のベースは「地元の皆さんと協力して一緒に新たな名物を

作っていく」というものだ。それだけに、番組を見た視聴者だけでな

く、取材に協力してくれた地元の方も、改めて自分の町を見返して「こ

の町はいいな」と感じてほしいと思い制作している。「コンビが分か

れて旅した方がいいのではないか」という点は自分もかなり悩んだと

ころだ。「分かれた方が見る場所が増えていい」とも思ったが、今回

は、２人一緒に見たものをそれぞれがどう料理に生かすか、その違い

を大事にしたいと考えた。ＵＭＩＰＡＲＵに出演してもらったのは、

依頼人がいた方が名物料理を作る旅人のモチベーションが上がるのと、

町のアピールのため頑張っている彼女たちのことを伝えたいと思った

からだ。ウツボバーガーについては、旅人のテツａｎｄトモはもちろ

ん町の多くの皆さんとも相談して完成したメニューなので、売り上げ

も見込めるのではないか。放送後１週間販売した３０食は、すべて売

り切れたと聞いている。 

 

（なお、欠席の委員より、文書で次の意見が寄せられた） 

 

○  日曜日の昼食が終わった時間帯の放送で、リラックスして楽しめる番組だった。テ

ツａｎｄトモが海陽町の人を上手に巻き込みながら進行していて、飽きることなく見

ることができた。初めは恥ずかしそうだった地元の人たちが、時間を追うごとに積極

的になり、後半は笑顔と歓声が絶えず、町の人の素直な心根がストレートに伝わって

きた。新鮮な食材や透明度の高い海のすばらしさも、見事に撮影できていたと思う。

水床湾は波が穏やかで、水の苦手なトモさんでもＳＵＰに挑戦しやすいことがよくわ

かった。きゅうり栽培は、移住して来た若者が最先端技術を使って取り組んでいて、

みずみずしいきゅうりは今後の町おこしの核になると思った。徳島では、青く染まっ

た手で一人前の藍染め職人として認められるという。出演していた若者の手も青に染

まったいい手だった。ウツボ漁では、釣りあげたウツボのどう猛さや、塩でしめタワ

シでぬめりを取る下ごしらえの大変さがしっかりと描かれていて、印象に残った。 

 

○  海陽町の魅力や町おこしの取り組みを丁寧に伝えていたと思う。温暖でマリンスポ

ーツが盛んな町とは知っていたが、ＳＵＰやきゅうりタウン構想にウツボ漁など、初

めて知ることも多かった。ユニークなご当地アイドル・ＵＭＩＰＡＲＵを始め、地元

の人たちの熱心さと素朴さにも好印象を持った。島々に囲まれ波が穏やかな水床湾の

映像には、特にひきつけられた。水中の透明度や自生のサンゴ、カラフルな魚など、

四国の海の豊かさを体感することができた。海部地区のきゅうりタウン構想は、きゅ

うりをもらえる記念きっぷやスイーツへの利用、後継者づくりなど、さまざまな振興
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策に感心した。藍染めに取り組む若者には、貴重な伝統文化を頑張って継承していっ

てほしいと思う。構成について、ウツボ漁の仕掛けを紹介したあと引き上げるまでの

間に、各チームの名物料理をめぐるやり取りを入れたのは、流れとして良かったと思

う。ＳＵＰをモチーフに遊山箱も使ったテツチームのウツボバーガー、今まで誰も考

えなかっただろうトモチームのウツボアイス、どちらも斬新でおもしろいメニューだ

と感心した。 

 

○  まず番組冒頭で概要を示す、オーソドックスな作りが親切でよかったと思う。開始

早々、テツａｎｄトモの持ちネタが披露され、コスプレした町民も登場することで、

視聴者をひきつけ期待感を抱かせてくれた。ただなぜこの出演者なのか、選んだ理由

がそれとなくでもわかる工夫をお願いしたい。また食事をした出演者のコメントが

「おいしい」「うまい」で終わることが多く、ＮＨＫに限った傾向ではないが、もう

少し自分の言葉で伝えてほしいと思った。構成は、ＳＵＰ、きゅうり、藍染め、海の

幸とそれぞれコーナーを設けることで、町の特徴が理解しやすくなっていたと思う。

テツａｎｄトモがＳＵＰを体験するシーンでは、海の透明度の高さに驚いた。町全体

で環境保護に取り組んでいるのだろうか。藍染め職人の方は「地元では手が青いとほ

めてくれる」と話していた。伝統技術を継承しようという町民の意識の高さや職人へ

の敬意を感じることができた。ただ、ＳＵＰを目的に町外からどれぐらいの人が訪れ

ているのか、きゅうりの主な出荷先はどこで、農家の戸数や栽培面積はどの程度か、

藍染めや漁に取り組む人の数と年代、漁獲高・出荷先などの情報は教えてほしかった。

メインテーマの料理対決だが、残念ながらサプライズのあるメニューではなかった。

審査員も「おいしい」とは言っていたが、感動など伝わってくるものはなかったよう

に思う。特にウツボアイスは、見た目にも味にも疑問を感じた。勝利したウツボバー

ガーを期間限定で販売すると言っていたが、その後の展開はあるのか知りたいと思っ

た。 

 

○  知っていたようで知らなかった海陽町のアピールポイントがいくつもわかって、新

しい発見も多い番組だった。ご当地アイドルや移住してきた人、ＳＵＰインストラク

ター、藍染め職人、農家、漁師などバラエティーに富んだ人選が番組の幅を広げてい

たと思う。ウツボやきゅうりのほか、藍染めの藍が食用として重宝されていたことや、

その藍でスイーツを作る発想にも驚かされた。町を旅する中で多くの魅力が紹介され

ていて、「ましまし」など方言を生かした演出も粋だった。テツａｎｄトモの進行は

ギャグ満載で、テンポの良さに感心した。そうした芸人としての技量に加え、ウツボ

漁をする兄弟に船上で歌った「兄弟船」は歌唱力もすばらしく、今回の旅人にはベス

トだったと思う。考案した新メニューも、ＳＵＰやきゅうり栽培、ウツボ漁からアイ

デアを得た流れが非常によかったと思う。日曜日の午後放送という編成も良く、家族
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そろって楽しめた番組だと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月１７日に再放送されたＮＨＫスペシャル「ふたりの贖罪（しょくざい）～日本

とアメリカ・憎しみを越えて～」を視聴した。アメリカ軍爆撃手で名古屋空襲に参加

したジェイコブ・ディシェイザーと、真珠湾攻撃隊の総指揮官だった淵田美津雄とい

う２人の元軍人が、戦後キリスト教の信者となり互いの国で伝道活動を行ったことを、

この番組で初めて知った。番組最後、淵田さんが伝道で繰り返した「無知から生まれ

る憎しみの連鎖を断ち切らねばならぬ。これこそがノーモア・パールハーバーの道だ」

という言葉が紹介されていた。「ノーモア・ヒロシマ」「ノーモア・ナガサキ」にも通

じる言葉だと思う。このような生き方をした人を私たちはもっと知る必要がある。一

つ一つの言葉に涙が出る思いがした。 

 

○  ９月２２日の「吉高由里子ｉｎ瀬戸内 アート×絶景×島めぐり」（総合 後 1:05

～2:18）を視聴した。吉高さんの起用について、彼女に抱いていた勝手なイメージか

ら不安に感じていたが、独特のやわらかいたたずまいが瀬戸内の雰囲気にとても合っ

ていて「生きている絶景に触れたような旅だった」という言葉も自然に伝わってきて

よかった。また、アートを撮影するカメラマンのこだわりが随所に感じられた番組で

もあった。カメラマンと吉高さんで作品を見るポイントが違うこともわかり、アート

の受けとめ方は人それぞれだと実感することができた。ぜひ自分も瀬戸内のアートを

見てみたいと感じた。 

 

○  ９月２５日のＮＨＫスペシャル「縮小ニッポンの衝撃」では、今年発表の国勢調査

で、調査開始以来初めて総人口が減少に転じたことを伝えていた。日本や地域の未来

について考えさせられ、今後直面するであろう人口の急降下に恐怖を感じた。番組全

体では、行政サービスと税収のバランスがテーマになっていた。十分なサービスは国

や地域の健全な運営が前提となる。税収が厳しくなればサービスを落とさざるを得な

い現実を理解することができた。財政破綻した夕張市のように、住民サービスをギリ

ギリまで削減しないと「消滅」が懸念される自治体も全国にあるという。世界でも同

じ課題を抱える地域があるのか知りたいと思った。鈴木直道夕張市長は３５歳だが、

給与を抑え公務支出も自腹で、市の再建に向け切り詰めた生活を送っていた。彼の姿

を見て「自分の町を自分の手で守りたい」と思う若者が育つことを、願う気持ちにな

った。鈴木市長は元東京都の職員だと言う。夕張市長に転身した理由は説明してほし

かった。全体を通して明るい兆しの見えない番組だったが、私たちはそうした現実か
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ら目を背けず、当事者として議論していく必要がある。そのためにメディアの力は不

可欠だと思う。この問題は今後も継続して丁寧に伝えていってほしい。 

 

○  ９月３０日のドキュメントしこく「トクエさんの豆腐」を視聴した。舞台は愛媛県

の佐多岬先端、伊方町二名津地区。９０歳の石井トクエさんが豆腐を手作りして売る

日々を丹念に追ったドキュメンタリーで、構成も大変理解しやすかった。トクエさん

の豆腐屋が、地域にしっかり溶け込んでいることも伝わってきた。特に豆腐を作る過

程を丁寧に描いたシーンはすばらしく、民俗資料として後世にきちんと残すべきもの

だと感じた。二名津の盆踊りも非常に哀調を帯びた祭りで、ぜひ見に行きたいと思っ

た。トクエさんの言葉は特に印象的だった。「騒々しい世の中になった。いらないも

のばかりできた。昔の生活がいい。便利がよすぎてはいけず、ほどほどならいい」と

いう一節には、実感がこもっていたと思う。豆乳を受け取る一人暮らしの女性が不安

な気持ちを打ち明ける様子や、トクエさんが夕方店を閉める最後のシーンには、心打

たれるものがあった。過疎の町で暮らす老人たちは、口では幸せと言っていても、胸

の内にはさびしさを抱えている。そうした現代社会の切なさまで伝わってくる番組だ

った。 

 

○  １０月１日に再放送された「ドキュメントしこく」では、伊方町二名津地区に住む

トクエさんが、９０歳になっても地元の人のため豆腐を作り続けていることが紹介さ

れていた。トクエさんは「いらないものばかりできた。昔の生活がいい。便利がよす

ぎてはいけず、ほどほどならいい」と話していた。「いらないもの」とは伊方町の原

子力発電所のことを指しているのだろうと個人的には感じた。 

 

○  １０月３日にスタートした「連続テレビ小説 べっぴんさん」は、物語の展開が非

常に早くて驚いている。一話のうちに登場人物が子どもから大人になったり、結婚し

たり子供が生まれたりと、毎回見逃せない。構成や演出がしっかりしていることもあ

って、早い展開がだんだん心地よくなってきたが、戦争についてはもう少し丁寧に描

いてほしかった。今後も期待している。 

 

○  １０月９日のＮＨＫスペシャル「あなたの家が危ない～熊本地震からの警告～」を

視聴した。地震に関する番組は、さまざまな切り口から継続的にＮＨＫで放送されて

いて、非常にありがたいと思っている。特にこの番組は、熊本地震から半年近いタイ

ミングの放送で、木造住宅の直下率やマンションの地震地域係数、ビルの免震構造な

ど専門的内容を、一般の視聴者にわかりやすく伝えていてよかった。その一方で知ら

ない話があまりに多く、恐怖を感じたり、国や自治体、建設業界に不信感を抱いた視

聴者もいたのではないかと感じた。 
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○  １０月１０日のインタビュー ここから「君原健二」を視聴した。東京オリンピッ

クでメダルを期待されつつ敗れたマラソン選手の君原健二さんが、円谷幸吉さんとい

う東京オリンピックで銅メダルを獲得したのにメキシコオリンピックを前に自殺し

た選手に、大きな影響を受けたことが紹介されていた。番組で触れられなかったが、

円谷さんの有名な遺書は紹介してほしかった。 

 

○  １０月１０日の「東京２０２０ １２時間スペシャル →２０２０」の番組につい

て。「番組対抗！東京“１９６４”クイズ」（総合 前 9:05～9:58）では、1964 年の

東京オリンピックに関するクイズに、「真田丸」「べっぴんさん」「スポーツ酒場」な

どＮＨＫの番組ごとのチームが答えていた。貴重な資料映像からの出題で、当時の社

会情勢や東京オリンピックがもたらした日本の変化をよく理解することができた。東

京オリンピックから正式種目になったカヌーについて、当時は競技者が少なく、カヌ

ー協会は俊敏性と腕力を備えた人材を漁村の若者に求めたことを紹介していた。実際

に漁村でスカウトした若者を育成し、オリンピック出場まで果たしていたことには大

変驚いた。また宿泊施設が足りない中、船や宿坊、民泊等で日本の良さを体験しても

らおうという試みがあったことも、初めて知ることができた。前回の東京大会は日本

初のオリンピックで、日本社会や日本に対する世界の意識は大きく変わった。 2020

年のオリンピックでは何が変わるのだろうか。さまざまな可能性を改めて認識できた

番組だった。「監督メシ～サラメシ・リオ五輪応援スペシャル～」（総合 後 4:45～

5:34）では、リオデジャネイロオリンピックに出場した体操男子、レスリング女子、

バスケット女子などそれぞれの監督のランチだけでなく、指導者としての生き様や指

導方法など、多彩な視点から紹介があった。選手との距離のとり方や指導スタイルの

違いなど、参考になる点も多い番組だった。ＮＨＫスペシャル「東京２０２０ レガ

シー 未来に何を残すのか」（総合 後 10:00～10:49）について。東京オリンピック

開催に向けて、新しい競技会場の建設や競技誘致について、ニュースでも日々取り上

げられ、小池百合子東京都知事の「レガシー」という言葉もよく耳にするようになっ

た。番組では過去のアテネ、ロンドン、リオデジャネイロオリンピックが、それぞれ

の国に何を残したのか丁寧に報告していた。2004 年アテネ大会で日本が金メダルを

とったソフトボールの会場は草野原になっていて、開会式の会場も閑散としている状

況だった。東京オリンピックでよきレガシーを残すため、何を選択すべきか考えさせ

られる内容で、オリンピックを負の遺産にしないため、その後を見すえて決断・準備

することが大切だと感じた。日本中が「東京オリンピックは成功だった」と思える大

会になり、またよきレガシーを残すために、オリンピックについて考えるさまざまな

切り口の番組を制作していってほしいと思う。 
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○  １０月１６日の真田丸（４１）「入城」について、真田幸村たちが九度山を順番に

脱出するシーンは、有名なミュージカル映画を思わせるものだった。少し違和感はあ

ったが雰囲気はよく、脚本の三谷幸喜さんのアイデアではないかと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

          先月の審議会で、８月６日の「広島平和記念式典」について、広

島市長の平和宣言と子供たちの平和への誓いには発言の内容を示す

テロップがあったのに、安倍総理大臣の挨拶にはなかった理由を知

りたい、という意見があった。ＮＨＫでは通常、イベントや式典の

生放送では、スピーチや挨拶の内容を示すテロップを付与していな

い。しかしこの平和宣言と平和への誓いは、事前に広島市から報道

機関に文案が示されていて、注目も高く視聴者からの要望が強いこ

ともあり、特別に広島市の了解を得て 2009 年からテロップを付与

している。なお今回の生放送では、音声を文字に変換するシステム

を使った「生字幕」も付与しており、テレビのリモコンを操作して

字幕を表示すれば、安倍総理の挨拶も字幕付きで見ることができた。 

 

○  ＮＨＫは１１月２８日から１２月１８日の間、番組をテレビとネットで同時配信す

る検証実験を実施すると発表した。事前に手続きした１万人以内を対象に、スマート

フォンアプリやＷＥＢサイトを通して番組を配信するという。１日１６時間以内で、

東京・神奈川・埼玉・千葉で放送する総合テレビとＥテレの番組を配信するそうだが、

なぜ関東大都市圏の放送なのか気になった。ぜひ地方の放送も配信してほしい。 

 

 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２８年９月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

９月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１２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２８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２９年度の番組改定」について、意見交換を行った。続いて、

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。引き続き、四国女子会「四国の謎・大調査スペシャル」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  松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

副委員長  宅間 一之 （高知県立歴史民俗資料館顧問） 

委  員  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） 

髙橋 祐二 （三浦工業代表取締役会長） 

田坂 實  （愛媛県農業協同組合中央会会長） 

長井 基裕 （愛媛新聞編集局長） 

松島 裕彦 （四国旅客鉄道代表取締役専務 総合企画本部長） 

村田 明広 （徳島大学大学院理工学研究部教授） 

森本 道義 （日本ＪＣシニア・クラブ 高知ブロック担当世話人） 

 

 

（主な発言） 

 

 

＜「平成２８年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「平成２９年度の番組改定」について＞ 

 

○   リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックについては、競技の中継や関連番

組で競技内容やルールを丁寧に紹介していて大変わかりやすかった。平成２８年度後

期改定で新設される番組「世界はＴｏｋｙｏをめざす」のように、東京オリンピック・

パラリンピックを盛り上げるため、関連番組を増やしていってほしい。 

 

○  平成２９年度はＮＨＫの３か年経営計画の 終年度だ。計画に基づいた多彩な取り

組みに期待している。 
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○  バリバラ 生放送「検証！＜障害者×感動＞の方程式」は、障害をテーマにした民

放の番組と同時間に生放送されたこともあり、さまざまなメディアで取り上げられて

いた。「バリバラ」は毎回見応えがあり、視聴者の見方・視点を覆すような発言も数

多くあって、興味深く視聴している。民放とは異なる視点の番組を今後も期待してい

る。 

 

○  ニュース番組を途中から見た時、一番見たいニュースがすでに放送されていて、す

ぐに情報を得られないことがある。重要なニュースは他のニュースの放送中でもテロ

ップで伝えるなど、番組を１０～２０秒見ればその日の主要ニュースがわかる伝え方

を検討してほしい。またスポーツの結果は、気をもたせて後に伝える演出・構成はや

めて、 初に教えてほしい。 

 

○  ニュース速報のチャイム音について、あの音を聞くとかなり緊張して身構える。オ

リンピックのメダル獲得など喜ばしいニュースでは、災害時と違う音にしてほしい。    

 

○  愛媛県の伊方原子力発電所３号機が再稼働した。国内には運転開始から４０年を超

える原発もある。エネルギー事情について、日本はもちろんヨーロッパなど国外の動

きも交えて、今後も丁寧に取り上げていってほしい。 

 

○  熊本地震の時、アナウンサーが「火を消してください」「落ち着いて行動してくだ

さい」などと視聴者に呼びかけていて、大変良かったと思う。まさかの天災が続いて

おり、災害時や非常時には事実を伝えるだけでなく、命を守るため放送で何ができる

か、さらに検討してほしい。  

 

○  平成２９年の大河ドラマ「おんな城主 直虎」は「真田丸」と同じく戦国時代が舞

台だ。「真田丸」は非常におもしろいので、次作にも期待している。 

 

○  平成２９年度に愛媛国体が開催される。出場選手やスタッフなど、国体に関わる

人々を放送で取り上げる機会が今後増えていくと思う。大会を支えるボランティアに

ついても、その仕事を紹介する番組があれば、多くの人がボランティアを知る機会と

なり、国体の成功にもつながるのではないか。期待している。      

 

○  愛媛国体に向けて、国体関連の報道を増やしていってほしい。 

 

○  ３月に放送したＮＨＫスペシャル 新・映像の世紀「第６集 あなたのワンカット
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が世界を変える」でも伝えていたが、インターネット・ＳＮＳを通じて、誰もが簡単

に情報発信できる時代になっている。膨大な情報が渦巻く現代社会では、情報を受け

取る側のメディアリテラシーの向上が非常に大切だ。民放とは異なるＮＨＫならでは

の切り口で、大人だけでなく、次の世代を担う子どもたちにも向けた番組を期待して

いる。 

 

○  夏の全国高校野球選手権大会は、１回戦から全試合を生中継で全国放送している。

大会期間中は習慣でテレビを１日中つけている「ながら視聴者」も多いと思う。電力

需要が高い時期なので、準々決勝までは対戦カードの該当地域のみの放送でよいので

はないか。  

 

 

＜四国女子会「四国の謎・大調査スペシャル」（総合 ７月３０日(土)）について＞ 

 

○  全体を通して徳島県の扱いが悪く、徳島局制作の番組とは思えなかった。番組がＮ

ＨＫネットクラブを通して四国の女性に行った四国４県知名度調査で、「徳島が一番

知名度が高い」と考えている人は３％と、４県で も低い結果だった。また「徳島県

勝浦町にはツチノコを捕まえた人がいる」「剣山には失われた伝説の秘宝・アークが

眠っている」というＶＴＲ企画も、２０〜３０年前の徳島を紹介しているような内容

だった。近年の徳島は、経済・文化・観光などあらゆる分野でがんばっているのに、

イメージが低下したのではと心配になった。別の番組で徳島の魅力をしっかり紹介し

てほしいと思う。ゲストについて、徳島出身のゲストは、暮らした年月が短いのか、

地元のことをあまり知らないように感じた。またその他の四国出身のゲストにはベテ

ランの女性タレントも多く、タイトルを「女子会」とするには違和感があったと思う。

ただ「四国女子会」という設定自体はおもしろく、陣内智則さんの司会もアップテン

ポで楽しかった。高知県は人口あたりの喫茶店の数が全国１位で、喫茶店で１日３食

とる人がいることなど、地元では当たり前でも外から見ると珍しい文化や習慣を取り

上げる企画は大変興味深かった。ゲストの選定や企画など、今後さらにブラッシュア

ップしていってほしい。 

 

○  「女子会」という設定について行けないところもあったが、お酒文化が根づいた、

宴会のような高知の結婚式など、初めて知ることはためになった。四国４県の知名度

調査で徳島は 下位だったが、回答者の県別内訳が気になった。徳島の知名度アップ

の鍵となる「名物」として、「徳島にはツチノコを捕まえた人がいる」「剣山には失

われた秘宝・アークがある」といった内容のＶＴＲが紹介された。笑いを誘う部分も

あったが、証拠があるとは思えなかった。また香川県・小豆島の、干潮の時だけ現れ
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る砂の道「エンジェルロード」が、恋人たちに人気だと紹介されていた。カップルが

ドキドキできる渡り方について、徳島大学で心理学を教える教授が「潮が満ちて道が

沈んでしまうかもしれない時を狙えば、女性が怖がってしがみつくかもしれない」と

コメントしていたが、もっと専門的な解説を聞きたかった。ゲストについて、徳島出

身のゲストには地元をもっとＰＲしてほしかったが、ほか３県出身のゲストより若い

せいもあってか、遠慮気味なのが残念だった。 

 

○  「女子会」という設定ながら、男性でも違和感なく楽しめるほのぼのとしたバラエ

ティーだった。４９分という放送時間もちょうどよかったと思う。番組のテーマは「四

国の謎」だったが、四国のさまざまな情報を楽しく知ることができたのもよかった。

特に、高知に喫茶店が多いのは大手外食チェーンの出店が全国でも遅かったから、と

いう説明にはうなずかされた。ただ、四国４県の知名度調査など全体を通して徳島の

評価が低く、徳島の視聴者はどう感じたのか気になった。「究極の２択」というコー

ナーでは「次に生まれ変わるなら男か女か？」などさまざまな質問を、四国の女性に

街頭インタビューで聞いていた。質問も四国ならではと思えるものがよかったのでは

ないか。ゲストはバランスの取れた人選で役割分担もできていたと思う。特に高知出

身ゲストと香川出身ゲストの歯にきぬ着せぬトークは、番組を大いに盛り上げていた。

「四国女子会」は今回第３弾ということだが、過去２回も同じゲストだったのだろう

か。番組の雰囲気に合ったスタジオセットや多彩なＢＧＭもよかった。第４弾も期待

している。 

 

○  肩の凝らない楽しいバラエティーで、笑いの中に生活の知恵や新しい知識の紹介も

あってよかった。司会は軽妙に笑いを誘い、進行もスムーズだったと思う。四国４県

の知名度調査で徳島が断トツの 下位、という結果は驚きだったが、「ツチノコ」や

「剣山の秘宝」の話題につなげた構成はよかった。特に「剣山の秘宝」については、

丁寧な取材でうまく伝えていたのではないか。高知の女性から寄せられた「高知以外

の四国３県は、海の向こうの本州とばかり仲がいいのでさびしい」というお便りが紹

介された。これまであまり意識しなかったが、喫茶店が大変多いことやユニークな結

婚式など、このお便りのような県民意識の違いが、高知に独自の文化が育った理由で

はないかと感じた。 

 

○  見方によって印象が異なる番組だと思うが、バラエティーと割り切ってしまえば、

寄せ鍋的なゆるい内容やトークを十分に楽しむことができた。司会のトークには切れ

がありさすがだった。一方、ゲストの１人は、唯一四国以外の千葉県出身で、なぜ彼

女を選んだのか気になった。大阪の人たちに聞いた四国４県知名度調査の結果では、

四国の県名を正しく答えられない人が多いのに驚いた。「徳島にはツチノコを捕まえ



5 

た人がいる」というＶＴＲは、ホルマリン漬けの生き物の映像で終わった。「ツチノ

コではなく実際はヘビだった」というのが取材結果だと思う。丁寧な解説がないまま

次のＶＴＲに切り替わり、不親切だと感じた。高知の喫茶店事情は大変興味深く、店

主より早く客が店に来て掃除をしたり、客の一人一人に合わせた朝食を出すなど、喫

茶店がコミュニティーの機能を見事に果たしていることがわかった。女性店主が多い

ことにも触れていたが、深掘りすれば一つの番組になるのではないか。ほかにもさま

ざまな企画があったが、どのような協議を経て企画を選んだのか知りたいと思う。ま

たスタジオセットをあえて安っぽくしている印象を受けた。意図があるなら教えてほ

しい。 

 

（ＮＨＫ側） 

 「四国女子会」は、リラックスして楽しめるスタジオバラエティー

を目指して制作を始め、今回はその第３弾。四国４県については「県

ごとに向いている方向が違う」「四国は１つではなく１つずつ」とよ

く言われる。それを逆手に取って、各県のユニークな地域性や県民性

をとことん楽しむ番組ができないか、と考えたのが出発点だった。ま

た、高知の男勝りな女性を呼ぶ「はちきん」、徳島の活動的で気が強

い女性を指す「阿波女」のように、四国にはキャラクターや生き方が

ユニークで、元気な女性が多いと感じる。そこで、県民性の違いをた

だ取り上げるのでなく「女性」の視点から見てみたらと女性ディレク

ターが企画制作を担当した。前２回は金曜日のゴールデンタイムに放

送したが、今回初めて放送時間を深夜帯にして、若い視聴者の話のネ

タになるような企画を中心に構成した。教養色の強い、いかにもＮＨ

Ｋらしい番組とは違うものにチャレンジしたい、という思いもあった。

徳島のイメージダウンではないかという点に関しては、今回の調査で

徳島に厳しい結果が出たことは本当に我々の予想外のことだったが、

この数字をきちんと踏まえなくてはいけないと考えた。徳島パートの

題材がやや荒唐無稽（こうとうむけい）に傾いていたきらいはあるが、

あのツチノコのホルマリン漬けを預かっている町はすてきだと思うし、

妖怪で町おこしをしている徳島を徳島局はしっかり応援している。引

き続き第４弾にも挑戦していきたい。 

出演者の人選だが、当初の第１弾から今回まで、基本的に変わって

いない。千葉県出身のゲストを起用した理由は、四国以外の女性がい

た方が、疑問や意見などトークに広がりが増すからだ。この方は恋愛

の話も好きということで、「女子会」とうたったこの番組にふさわし

いと考えた。徳島の扱いが良くなかったという意見について。まず四
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国４県知名度調査の回答者の内訳だが、愛媛の人が一番多く、続いて

香川、徳島、高知の順だった。調査では、放送で紹介した「知名度が

一番高いのは何県か」という質問のほかに「知名度が一番低いのは何

県か」という質問もしたが、こちらも６０％が徳島という結果だった。

徳島県民の回答に限っても結果は５８％で、徳島県民自身、知名度に

自信がないことがわかった。徳島局の制作者として、徳島を愛する気

持ちが基本にあるからこそ、この事実は重く、徳島の今後を考えるき

っかけになればという思いもあって番組内で紹介した。小豆島のエン

ジェルロードに関する徳島大学教授のコメントについて、取材では専

門的な意見もいただいていたが、「女子会」という設定や深夜番組で

あることも考え、やわらかめのコメントを放送することにした。スタ

ジオセットは第１弾から変更しておらず、デザインのコンセプトは「一

目で女子会とわかる」「若い視聴者が気楽に見られそう」というもの

だ。番組中の企画については、女性のメインディレクターを中心に、

主に２０代の女性スタッフで会議を重ねるなど、女性の意見を 大限

尊重して決定した。今後も若い世代や女性など、あまりＮＨＫを見な

い人にも届く番組を制作していきたい。 

 

○  週末深夜の番組らしくノリがよく話題も豊富で、リラックスして楽しめた。女子会

ならではの話の展開に、ついていけない部分もあったが、若い女性の価値観をかいま

見ることができ興味深くもあった。民間企業の調査で「恋愛にお金をかけたい」と答

えた人の割合が、愛媛県と香川県が全国１位で、高知県が４位、徳島県が１０位と、

四国の女性が総じて恋愛にお金をかけたいと思っていることには驚いた。大阪の街頭

での調査では、四国４県の位置と県名を正しく答えた人は、１８人中６人しかいなか

った。知名度向上のため、特に若い世代に官民一丸で四国をＰＲする必要を感じた。

高知のユニークな喫茶店や結婚式の文化には大笑いしたし、話のネタになると思った。

高知は喫茶店の数が人口当たり全国一で、店長の８割が女性だという。外食産業の進

出が全国でも大変遅く、女性起業家の割合が全国１位であることが影響している、と

いう分析にはなるほどと思った。 

 

○  「四国女子会」は第３弾まで回を重ねていて「四国の謎・大調査スペシャル」とい

うタイトルから、四国の活性化につながる内容と思い、楽しみにしていた。それが実

際に見てみると、にぎやかなだけのバラエティーに終始していて期待外れだった。徳

島の剣山に秘宝が眠っているという話題や、高知県は喫茶店が大変多く、結婚式もユ

ニークだという紹介は、四国の視聴者が他県に興味を持つきっかけになったとは思う。

しかし、披露宴で大皿に盛られただけの料理を高知伝統の「皿鉢料理」と紹介したり、
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一気飲みしたビールのコップのやりとりを高知ならではの「返杯」の文化と紹介して

いたのは気になった。女性への配慮に欠ける呼称「はちきん」を、ナレーション等で

使うことにも違和感を覚えた。四国の県民性の違いは確かに興味深いものだが、それ

がなぜなのか、地理的・歴史的背景も探りつつ番組を進めれば、謎解きに深みと説得

力が出たと思う。もう少し綿密な取材とテーマの絞り込みが必要だったのではないか。 

 

○  まず番組冒頭、四国の街頭で「好きな人に彼女がいたら奪い取る？あきらめる？」

といった「究極の２択」を聞くインタビューのおもしろさに引きつけられた。四国の

知名度調査については、その低さを寂しく思いつつ、まだまだこれからという可能性

を感じることができた。番組は、四国４県それぞれの魅力や特質に迫っていたが、特

に高知の、人口あたりの喫茶店の数が全国１位であることや、ユニークな結婚式事情

には驚かされた。ゲストについて、徳島出身のゲストは故郷の魅力を語り切れていな

かったように思う。地元にもっと詳しいゲストの方がよかったのではないか。また東

京で暮らすゲストだけでなく、地元の女性が加われば、旬の話題などでさらに盛り上

がったのではないかと感じた。 

 

○  司会の人選もあって、民放のバラエティー風の番組を想定して視聴した。しかし実

際に見てみると、民放ほどのとがった企画や演出はなく、それがこの番組の良さとも

思いつつ、もう少しエッジの効いた内容でもよかったと感じた。その中でも、高知の

喫茶店事情の紹介は大変おもしろかった。 

 

○  単なるバラエティー番組として見れば、スタジオトークのノリの良さなど大いに楽

しめた番組だった。しかし「四国の謎・大調査スペシャル」と銘打っていながら、こ

の番組で結局何が判明したのかよくわからなかった。取り上げていた多くの話題は根

拠が希薄で、アンケート結果を分析するわけでもなく、言いっ放しで次の話題に移る

展開にはついていけなかった。今どきの女性にありがちな「話が次々に変わって結論

を求めない」会話を、再現しようとしたのだろうか。そんな中で、徳島出身のゲスト

はとてもチャーミングで、徳島のことをもっと知りたいと思わせてくれた。 

 

○  番組冒頭の街頭インタビューで聞く「究極の２択」のコーナーはインパクトがあっ

てよかった。ただ四国４県の中で徳島でのインタビューだけなく、不公平だと感じた。

大阪で行った四国４県知名度調査では、その低さに大変驚いた。全体を通して見ると、

四国のさまざまな情報が紹介され、若者から年配まで幅広い世代が楽しめる番組だっ

たと思う。「女子会」という設定なのに、ベテランのタレントが出演していたが、そ

れが逆に安心感を与えてくれたと思う。「女性はいくつになっても女子」というメッ

セージが込められているようにも思え、「アラフォー世代」「アラフィフ世代」の視聴
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者も親近感を持って見ることができたのではないか。スタジオセットは女子会らしく

ハートがたくさん並び、かわいらしくて華やかだった。ＢＧＭや効果音、テロップも

凝っていて、番組を巧みに盛り上げていたと思う。司会は、鋭い突っ込みや間の取り

方が絶妙で、テンポよい進行に引き込まれた。また千葉県出身のゲストは、四国を外

から見た立場で発言していて、スタジオトークのよいスパイスになっていたと思う。

その一方で、司会のアナウンサーの出番がほとんどなかったのは残念だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

 今年度四国のＮＨＫでは、四国の魅力を発見発信していくキャンペ

ーン「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ四国」を展開している。阿波おどりなどすで

によく知られているものだけでなく、この番組のように、四国の小さ

な不思議の種をひもといて紹介することも大切だと思う。また番組で

取り上げた、地域の肩ひじ張らないユニークな話題が、若者や女性の

会話のネタになり、地元に親しむきっかけになってほしいという思い

もあった。今後もこのような番組の制作にも、引き続き取り組んでい

きたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  リオデジャネイロオリンピック、パラリンピックの放送について、日本に比べて条

件の良くない報道環境にも関わらず、長時間にわたって多彩な報道をしていることに

敬服している。 

 

○  リオデジャネイロオリンピックの放送は、中継や関連番組などさまざまな角度から

伝えていて、さすがだと感じた。ＢＳ１では全競技を放送していたが、放送予定をも

っと丁寧に紹介した方がよいと思った。 

 

○  リオデジャネイロオリンピックのバトミントン女子ダブルスは、松友美佐紀選手が

徳島県出身ということもあり、決勝戦を生中継で視聴した。松友選手のペアが試合に

勝ち金メダル獲得が決まった瞬間「髙橋・松友ペアが金メダル」というニュース速報

のスーパーが流れた。ほかのマスコミも言及していたが、スポーツ中継の視聴者にそ

の試合結果を伝える速報は不要で、邪魔になるだけだと思う。 

 

○  ８月６日（土）の平成２８年 広島平和記念式典（総合 前 8:00～8:38）について、

広島市長の「平和宣言」と子ども代表２名の「平和への誓い」は、発言内容をスーパ
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ーしていたのに、続く安倍首相のあいさつにはスーパーがなく違和感を覚えた。理由

を教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

 調べた結果を次の審議会でお答えする。 

 

○  ８月７日（日）のＮＨＫスペシャル 大アマゾン 後の秘境 第４集「 後のイ

ゾラド 森の果て 未知の人々」には大変引き込まれた。アマゾンで暮らす、文明社

会と接触していない先住民族に迫るドキュメンタリーで、何が起きるかわからない展

開にハラハラしながら視聴した。現代になって森林伐採や幹線道路の整備など環境が

激変した結果、多くの先住民族が絶滅してきたという。彼らに病原菌への免疫がなか

ったことも、絶滅に拍車をかけたそうだ。地球の人口は今も増え続けていて、アマゾ

ン川流域の森林伐採も進んでいる。やみくもな開発のかたわら、先住民族が絶滅して

いる現状について、また別の機会に取り上げてほしいと思った。 

 

○  ８月１０日（水）の「土佐の夏２０１６ よさこい祭り－第一夜－」（総合 後 7:30

～8:50 高知県域）、１１日（木）の「土佐の夏２０１６ よさこい祭り－第二夜－」

（総合 後 7:30～8:50 高知県域）を視聴した。この時間全国ではリオデジャネイロ

オリンピックが放送されていたが、高知県だけは生中継でこの番組を放送してくれた。

高知県民が深く愛するよさこい祭りだけに、放送した意義は十分あったと思う。番組

では、祭りの解説などトークの拠点をＮＨＫのスタジオではなく、演舞場近くにある

土佐女子高校の屋上に置いていた。祭りの音がＢＧＭとして聞こえ、熱気が伝わりよ

かったと思う。ゲストの俳優・和田正人さんは、初めての祭りに大興奮している様子

がよく伝わってきた。高知出身にもかかわらず、３７歳までよさこい祭りを体験しな

かったことを本気で後悔する姿が印象的で、リポートも巧みだった。高知にいながら

祭りを知らなかったり参加経験がない人もいるので、彼の起用には意味があったと思

う。ゲストの振付師・田村千賀さんは、専門家ならではの視点で祭りを見るポイント

を上手に解説していた。この点もっとアピールできれば、民放の番組としっかり差別

化できたのではないか。よさこい祭りを高知が誇る文化として、全国にも発信してい

ってほしい。 

 

○  ８月に集中編成された、戦争と平和を考えるドラマやドキュメンタリーを数多く視

聴した。８月１３日（土）のＮＨＫスペシャル「ある文民警察官の死～カンボジアＰ

ＫＯ ２３年目の告白～」など、緻密な取材と正確な検証で、歴史の教材として使え

る番組も多かったと思う。いずれも命と平和の尊さ、そして戦争についてじっくり考

える機会を与えてくれる番組で、非常に良い編成だった。今後も歴史に埋もれた資料
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を発掘して、番組につなげてもらいたい。 

 

○  ８月２３日（火）のＮＨＫスペシャル「金メダル 知られざる闘い～内村航平と萩

野公介～」（総合 後 7:30～8:43）を視聴した。内村選手の団体戦に向けた思いやメ

ンバーの証言など、金メダル獲得までの舞台裏が丁寧に紹介されていた。内村選手の

不屈の精神力と若いメンバーをまとめたリーダーシップには、本当に感心した。 

 

○  ８月２７日（金）のＤｉｓｃｏｖｅｒ四国「徳島・阿波おどり２０１６～進化する

熱狂の踊り～」について、演舞場の模様だけでなく、歴史などさまざまな角度から阿

波おどりを紹介していて、非常に楽しめた。熱気や臨場感が伝わってきたし映像もす

ばらしかった。阿波おどりには全国各地から踊り手や観光客が来ているので、高知の

よさこい祭りと合わせて、四国の文化として全国にも伝えていってほしい。 

 

○  ８月３０日（火）の土佐の夏２０１６ よさこい祭り（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 4:45～5:58）、

９月６日（火）の徳島 阿波おどり２０１６「進化する熱狂の踊り」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後

11:45～7 日(水) 前 0:58）を視聴した。踊りの華やかさや迫力から、四国の伝統文化

のすばらしさを感じることができた。国内だけでなく外国から踊りに来る人がいたり、

海外で阿波おどりが開催されたりと、四国の祭りが世界に発展していることに驚いた。

ただ阿波おどりとよさこい祭りの審査方法については、番組で詳しく紹介してほしか

った。 

 

○  ９月９日（金）の四国羅針盤「知っていますか“勝手踏切”～四国で相次ぐ死亡事

故～」は、多くの住民の生命・財産に関わるテーマで、非常に社会性の高い番組だっ

た。実態・問題点・対策事例・解決策と、むだのない構成にも感心した。四国には「勝

手踏切」と呼ばれる、住民たちが勝手に整備し渡りやすくした線路が 3,000 か所もあ

り、この１０年で７０件もの事故が発生していると言う。衝撃の事実だが、四国以外

の状況も詳しく伝えてほしかった。また番組では、勝手踏切のある場所がもともと農

道や里道だったというケースがあり、地域住民の利便性も無視できず、簡単には閉鎖

できない現状を伝えていた。勝手踏切を渡っている住民も「事故が起きれば渡った人

が悪い。鉄道会社は悪くない」と発言していた。しかし、ひとたび事故が起きれば、

鉄道会社にも鉄道利用者にも甚大な被害が発生することが予想される。その点も合わ

せて取り上げてほしかった。番組の結びに「住民の理解を得ながら対策を進める努力

が大事だ」という専門家の提言があった。そこがやはり一番難しいところで、もう少

し具体的な対策を提示してほしかった。 

 

○  ９月９日（金）の四国羅針盤について、２８分の番組だが、多方面から立体的かつ
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丁寧に取材していて、この問題の根深さと難しさをよく描いていたと思う。 

 

○  ９月１０日（土）の目撃！日本列島 シリーズ 地震に負けない（２）「私の声が

届いていますか～岩手陸前高田 漂流ポスト～」は、大変質の高い内容で興味深く視

聴した。 

 

○  ９月１１日（日）の俳句甲子園２０１６「わたしを写す１７音」（Ｅﾃﾚ 後 4:00～

4:43）を視聴した。俳句甲子園を取材した毎年恒例の番組だが、今年は東京家政学院

高校と松山西中等教育学校を中心に取り上げていた。若い人たちの新しい言葉への取

り組みを紹介するこのような番組は大変ありがたい。松山放送局の番組で大学生対象

の「学生俳句チャンピオン決定戦」の参加者が、俳句甲子園に指導者として参加して

いた。俳句文化が確実に受け継がれていく様子が見て取れ、非常によかった。俳句甲

子園は当初小さな大会だったが、マスコミが取り上げることで成長してきた側面があ

る。小さくても意義のある試みを、今後も番組にしていってほしい。 

 

○  スポーツ番組について、民放では感動の押し売りがうっとうしくスポーツそのもの

を楽しめないことが多い。ＮＨＫにはそれがなく安心して見ることができ、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２８年７月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

７月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１１日(月)、ＮＨＫ松山放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２８年度国内放送番組編成計画（スーパーハイビジョン試験

放送）」について説明があった。続いて、８月と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。そのあと事前に視聴してもらった、

「“くたばれ”坊っちゃん～愛媛発地域ドラマ～」について活発に意見の交換を行い、

会議は終了した。 

 

（出席委員） 

委 員 長  松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

副委員長  宅間 一之 （高知県立歴史民俗資料館顧問） 

委  員  坂田 千代子（株式会社あわわ会長） 

髙橋 祐二 （三浦工業代表取締役会長） 

田坂 實  （愛媛県農業協同組合中央会会長） 
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（主な発言） 

 

＜“くたばれ”坊っちゃん～愛媛発地域ドラマ～（松山） 

（ＢＳプレミアム ６月２２日(水)）について＞ 

 

 

○  夏目漱石の小説「坊っちゃん」は、タイトルを知らない人はいないが実際に読んだ

人は多くないと思う。このドラマは小説をそのままドラマ化したのとは違う、全く新

しい内容で、「“くたばれ”坊っちゃん」というタイトルのインパクトや意外性もあ

って、興味深く視聴した。「地域発ドラマ」というと、地域の観光地や食の魅力を取

り上げながらストーリーが進む印象を持っていた。しかしこのドラマはそのような物

語・演出ではなかった。それなのに見終わった最後には、松山の街や暮らしの良さが

しっかりと伝わってきたのには感心した。キャストも抜群で、主人公の赤シャツの孫

・矢崎純平役の勝地涼さん、高砂ゆかり役の瀧本美織さんの自然な演技はよかった。
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老人役の山﨑努さんはさすがで、不思議な存在感が光っていた。映像も音楽も大変美

しかった。過去に赤シャツが坊っちゃんに宛てた手紙を、純平が読む最後のシーンは

心に残った。手紙で赤シャツは坊っちゃんに、今度一緒にこの街の景色を楽しもうと

親しげに呼びかけている。不思議な物語がふに落ち、温かい気持ちになれたシーンだ

った。その一方で、時代設定には疑問が残った。スマートフォンが出てきたので現代

とは思うが、年老いた坊っちゃんや赤シャツの孫が登場していたのは、小説「坊っち

ゃん」の発表が明治３９年であることを考えるとつじつまが合わない。このドラマを

見て、歴史上の人物の子孫が現代をどのように暮らしていくのかをテーマにしたドラ

マは、興味深いと感じた。 

 

○  小説「坊っちゃん」は、実際読んだ人は少ないかもしれないが、知らない人はいな

い国民的作品だと思う。このドラマはその「坊っちゃん」の敵役・赤シャツの孫を主

人公にするという、イメージや視点をひっくり返す斬新な設定で、見えるものや感じ

るものが全く変わってくるのが興味深かった。物語は、松山城を背景に坊っちゃんが

崖から飛び降りる場面からスタートする。ドラマ「坂の上の雲」で同様のシーンがあ

ったことを思い出し、懐かしく感じた。序盤、路面電車で純平と老人が出会う場面で

は、純平がそばにいる老人の言動をＳＮＳに忙しく投稿する様子が描かれていた。現

代のコミュニケーションのあり方を、皮肉も交えて表現していておもしろかった。遠

藤要さん演じる、純平の幼なじみ・轟宗太が小説「坊っちゃん」のストーリーを大勢

の人々の前で語るシーンも印象に残った。この場面で宗太は、純平を舞台に引っ張り

上げて「赤シャツの孫」と紹介するが、その瞬間の観客の表情や雰囲気の変化が大変

よく描かれていて、見ごたえのあるシーンだった。 

 

○  事前ＰＲにあったこのドラマのキャッチコピー「現代を生きる人たちに送る人生の

応援歌」に、大いに期待して視聴した。ところが、ドラマの舞台は現代なのに、主人

公は小説「坊っちゃん」の敵役・赤シャツの孫で、坊っちゃんを思わせる老人や年老

いた野だいこが登場するという設定にまず戸惑った。小説の発表は明治３９年なので

つじつまが合わず、疑問が残った。老人が路面電車で大音量でラジオを聞き、最後は

そのラジオを床に投げつけて壊すシーンなど、謎めいた登場人物やその言動にひっか

かるところも多かった。それが終盤、純平が祖父・赤シャツの墓前で「この街で生ま

れてよかった」と告白するところから、一気にドラマが盛り上がったように思う。赤

シャツが坊っちゃんに宛てた古びた手紙を読んだ純平が、「赤シャツ」ではなく「じ

いちゃん」とつぶやいたシーンは、祖父とふるさとに寄せる純平の思いが伝わってく

る感動的な場面だった。純平が部屋の窓を開け、その先に広がる松山の街を見つめる

ラストシーンも、情感豊かで深く印象に残った。老人役の山﨑さんの老練な演技には

視聴者を引きつけるものがあり、ドラマに重厚さを与えていてさすがだった。ＮＨＫ
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松山放送局の開局７５周年を記念したドラマということで、ロケはオール松山で行わ

れ、愛媛を拠点に活動するアイドル・ひめキュンフルーツ缶や地元のエキストラも数

多く出演しており、松山ならではの作品に仕上がっていたと思う。ドラマの挿入曲

で、松山で生まれた歌「この街で」は、歌のテーマそのものが純平の心の成長に通じ

るものがあった。歌い手のＫＯＫＩＡさんの豊かな表現も見事だった。ドラマで純平

は赤シャツの孫として松山で冷たくされ、逃げるように東京に引っ越したことになっ

ている。今の松山の人に、赤シャツに対するそうした感情があるのか、また放送後の

反響はどうだったのか知りたいと思った。 

 

○  大変理解力と想像力のいる作品で、録画を何度も視聴した。そのたびごとに脚本の

すばらしさを痛感させられたドラマだった。時代設定には少々無理があったが映画の

ような仕上がりで、愛媛発地域ドラマとして愛媛や松山を強く印象づけ、地域貢献や

活性化につながる番組だったと思う。道後温泉本館の改修工事に絡む松山の町おこし

を描いていたのもタイムリーでよかった。松山市内の港町・三津浜の場面では、三津

浜港から松山城が見えることを初めて知った。主人公・純平役の勝地さんと老人役の

山﨑さんの演技力はすばらしく、現代社会ならではの「他人に無関心な若者」と「パ

ワーが有り余るおじいちゃん」とのコンビネーションが絶妙だった。勝地さんは路面

電車のシーンなどで、ＳＮＳなら思ったことを言えるのに、面と向かうと何も言えな

い今時の若者を好演していたと思う。ゆかり役の瀧本さんも、ぎこちない演技と伊予

弁らしくない言葉が彼女らしく、とてもかわいかった。彼女の「松山の人間は転んで

もただでは起きんから」というセリフには大いに共感した。地元の高校生をはじめと

するエキストラもしっかり活躍していたと思う。終盤、赤シャツが坊っちゃんに宛て

た手紙を純平が読むシーンには、特に感動した。 

   

○  まず「“くたばれ”坊っちゃん」というタイトルにインパクトがあったし引きつけ

られた。内容は小説「坊っちゃん」を題材に、坊っちゃんに成敗された赤シャツの視

点から見るとどういう物語になるのか、坊っちゃんに松山の良さをわかってもらうに

はどんな物語がいいのか、よく考えられていたと思う。中盤、老人が純平に告げる言

葉「思想のぶつかり合いの先にあるのはいがみ合いじゃない、認め合うことだ」「い

びつな形をしていてこそ人間」を通して、このドラマが伝えたかったことが何か、感

じとることができた。当初、時代設定などつじつまの合わない疑問の多いストーリー

と思い見ていたが、終盤になって、謎の老人が「あの世からきた坊っちゃん」であろ

うことがわかってきた。それを理解した上で再度録画を見たら、フィクションとして

ドラマを楽しむことができた。若手からベテランまで配役は豪華で、特に山﨑さんの

演技力には感嘆した。また、純平が直接会話をせずＳＮＳでコミュニケーションする

姿は印象的で、現代世相の問題点も上手に描いていたと思う。ＫＯＫＩＡさんが歌う
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「この街で」もドラマによく合っていた。 

 

○  全体を通じて笑いあり感動あり、テンポもよく時間を感じさせない内容で、大いに

楽しむことができた。一度見て話のあらすじを理解して、二度目を録画で見た時は、

数々の細かい演出や伏線に気づくことができた。細部まで丁寧に作られたドラマと感

心した。キャストは有名な役者が多く、皆すばらしい演技力で地域発ドラマとは思え

ないクオリティーだった。純平は自分の思いをＳＮＳに投稿していたが、現代の若者

を切りとるユニークな描写だったと思う。火事のシーンでの現実では考えられない長

いセリフなど、違和感を感じるシーンもあったが、ドラマということもあって細かい

ことは気にならなかった。序盤の主人公・純平の「この街が嫌いだ」という強烈な言

葉が、ラストシーンの赤シャツの手紙の一節「松山は君が思っているよりよっぽどい

い街だよ」へと結ばれるストーリーはすばらしかった。愛媛発地域ドラマにふさわし

く、松山の街並みや観光地がたっぷり取り入れられていたのも印象に残った。現実に

予定されている道後温泉本館改修工事の話題も取り上げていて、タイムリーだったと

思う。ドラマを見て愛媛・松山に興味を持った視聴者も多いのではないか。ただ、こ

のドラマのように、赤シャツが愛媛の人に実際に嫌われている存在なのかは気になっ

た。 

 

○  このドラマの「年を重ねた坊っちゃんが赤シャツの孫と同じ時を過ごす」という物

語は、小説「坊っちゃん」を読んだことのある人には魅力的な設定だったと思う。た

だ序盤に小説のあらすじの簡単な紹介はあったものの、時代背景など詳しいことはわ

からず、小説を読んでいない人には理解しづらい内容で、おもしろさも半減したので

はないか。赤シャツの孫・純平が現代に生きており、野だいこがいまだ健在という設

定は、ちぐはぐだったと思う。幽霊と思われる設定の坊っちゃんが、純平から携帯電

話を取り上げ、苦もなく操作していたのにも、違和感を覚えた。小説で坊っちゃんは

あれほど松山をこき下ろしていたのに、その「坊っちゃん」を生かした町おこしを松

山の人たちがしている現実を、年老いた坊っちゃんがどう感じたのか、ドラマでぜひ

聞いてみたかった。 

 

○  自分の知っている場所がドラマの舞台となって出てくることがうれしく、現実の世

界と重ねて見てしまい、フィクションであることを忘れそうになるドラマだった。そ

の一方、登場人物と時代の設定が理解できず、ドラマの世界に没入することが難しか

った。特に、現代を生きる赤シャツの孫と健在の野だいこの登場は、年齢のつじつま

が合わず大変気になった。こうした設定の違和感は残念だったが、ストーリーは興味

深く、セリフにも重いものが込められていて、役者たちの熱演には見応えがあった。

中盤に純平と老人の坊っちゃんが語り合う場面は特に印象的で、「いびつな形をして
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いてこそ人間」などのセリフは心に響いた。終盤の、赤シャツが坊っちゃんに宛てた

手紙の内容も感動的だった。このドラマを見た視聴者が、松山という街に興味を持っ

てくれたらうれしいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

 小説「坊っちゃん」を題材にした物語を通して、愛媛・松山の人た

ちが故郷のよさを見つめ直し誇りに思ってほしいと考え、このドラマ

を制作した。ベースにした小説「坊っちゃん」は、タイトルや著者が

夏目漱石であることはよく知られているが、内容をわかっている人は

少ないと思う。小説を読んだことがない視聴者にも伝わるストーリー

作りには大変苦労した。最終的には、小説にあまりとらわれない形で

登場人物やストーリーを設定したが、小説を読んだことがある人には、

違和感が大きかったかもしれない。小説で松山はこき下ろされていた

が、本当はとてもいい街であることを知ってもらい、松山に興味を持

つ人や訪れる人が増えてほしいと願っている。 

 

小説「坊っちゃん」では松山があれほどけなされていたにも関わら

ず、「坊っちゃん列車」など「坊っちゃん」を生かした施設や商品が、

松山には数多くある。その背景には、「何事にも包容力とユーモアを

もって立ち向かう」という松山人ならではの気質があると思う。そん

な人々が醸し出す情緒やこの街の空気感を伝えたいと考えて制作した。

それもドキュメンタリーではなくドラマでしかできないことに挑戦し

たいと考え、小説では松山を去った坊っちゃんが 100 年の時を越えこ

の街に戻ってくる設定にした。ご指摘の通り、冒頭のシーンはドラマ

「坂の上の雲」を意識したものだ。「坂の上の雲」同様このドラマで

も、町のシンボル松山城の映像からスタートしたいと考えた。愛媛・

松山の人たちが、坊っちゃんと赤シャツに対して、ドラマで描かれた

ような感情を本当に抱いているのか気になったという意見があった。

７０人近い地元の人に話を聞いたが、多くの人が小説の物語を詳しく

知らず、坊っちゃんが松山出身だと思っている人もいた。放送を見た

視聴者からは、数多くの好評や再放送の希望が寄せられている。 

 

この番組の技術責任者で撮影も担当した。今回は地元松山にできる

だけこだわって制作した。三津浜のシーンで松山城が映るよう工夫し

たり、東京で収録することが多いテーマ曲の収録を松山局のスタジオ

で行ったのもそのためだ。明治時代の再現や路面電車のシーン、火災
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のシーンは特に苦労した。限られた予算の中で検討を重ね工夫をこら

して撮影したつもりだ。 

 

○  地元の愛媛発地域ドラマということで、とても興味深く視聴した。小説「坊っちゃ

ん」を現代によみがえらせるという脚本の発想が、まずおもしろかった。笑いあり涙

ありの感動と見応えのある内容で、小説を読み返した上でもう一度見たいと思った。

また自分自身の生き方やふるさとへの思いを、改めて考えさせられる内容でもあった。

愛媛の名所風景、街並みが盛りだくさんで、愛媛の魅力が全国に発信されたのもよか

ったと思う。俳優陣もそれぞれの役柄によく合っていた｡テーマ曲「この街で」も、

歌詞がストーリーにぴったりで涙を誘った｡ 

 

○  愛媛発地域ドラマという触れ込みに期待して視聴した。序盤の謎の老人と主人公・

純平のやりとりにはわくわくしたが、中盤以降は中だるみの感が否めなかった。松山

の名所を盛り込み、市民も多く出演していたが、現実とは少々かけ離れた内容で、松

山人の人柄も描ききれていなかったと思う。キャストについて、山﨑さんは名優にふ

さわしい演技で抜きん出ていたが、瀧本さんの伊予弁には違和感を覚えた。 

 

○  坊っちゃんに人生を翻弄されてきた一人の若者が、実際に坊っちゃんと出会うこと

で成長を遂げ、故郷・松山への思いを新たにする姿が丁寧に描かれていた。小説「坊

っちゃん」を題材に、現代に生きる赤シャツの孫の目線から坊っちゃんを描くという

試みは、とても斬新だった。「“くたばれ”坊っちゃん」というタイトルにも新鮮さ

を感じた。道後温泉本館がまもなく改修工事に入るタイミングでの放送もタイムリー

だったと思う。印象的だったのは、純平が電車の中など時間があれば携帯電話を操作

していること。ＳＮＳで自分の思いを発信する様子は、現代の若者をよく映し出して

いたし、そんな今どきの若者の成長物語に、共感した若い視聴者も多かったのではな

いか。終盤、純平が叫んだ「くたばれ！坊っちゃん」という言葉には、坊っちゃんへ

の感謝の気持ちとこれからへの決意が感じられ、テーマ曲「この街で」が流れたこと

も相まって感動的だった。キャストについて、山﨑さんの存在感には圧倒された。勝

地さんの素朴さや純粋さ、瀧本さんの清涼感もこのドラマにはピッタリで、野だいこ

役の左とん平さんもいい味を出していた。ひめキュンフルーツ缶のメンバーや俳都・

松山大使の夏井いつきさんなど、地元ゆかりの出演者もドラマを大いに盛り上げてい

たと思う。エキストラの高校生たちの演技も初々しくて好感を持てた。このドラマを

通じて、愛媛・松山の人たちが自分の街にさらに愛着を抱き、観光客も増えていくだ

ろうと感じた。 

 

＜放送番組一般について＞ 
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○  ５月２１日（土）のＮＨＫスペシャル「そしてテレビは“戦争”を煽（あお）った

～ロシアｖｓウクライナ ２年の記録～」は衝撃的な番組だった。映像は使い方によ

って、本来とは全く逆の意図を伝えることもできる。特にテレビは感覚に訴えること

ができるメディアなので、プロパガンダに利用されやすい危険を改めて教えられた。

決して戦争に向かうことがないよう、愛国心をあおり過ぎるなど報道の客観性を欠く

ことのない放送が続くことを、強く希望する。 

 

○  ６月１２日（日）のＮＨＫスペシャル大アマゾン 最後の秘境第３集「緑の魔境に

幻の巨大ザルを追う」について、タイトルに魅せられてこの番組を見た。巨大ザルの

撮影には成功したものの、未知の類人猿ではなかったのは残念だった。ただ奇妙で貴

重なサルが多く紹介されていたのはよく、アマゾンの熱帯雨林がどんな環境なのかも

わかり勉強になった。一番気になったのはオープニングタイトルの映像で、非常に短

い時間に場面が次々と切り替わり大変不快だった。どういう意図でこれほど早い切り

替えをしたのか、全く理解できなかった。松田龍平さんのナレーションが一部、ほか

の音声と重なり聞き取りにくかったのも残念だった。 

 

○  ６月１７日（金）の四国羅針盤「“母乳ブーム”のかげで～追い詰められる母親た

ち～」を視聴した。インターネットを通じた「母乳信仰」が若い母親の間で過熱して

いて、母乳のネット販売まで行われている現実にとても驚いた。ミルクとの「混合授

乳」に引け目を感じ、うつ病になる母親がいるほど、深刻な事態になっているという。

インターネットの世界では、当事者同士の直接の情報交換が加熱や暴走を招いたり、

間違った情報があたかも常識であるかのように扱われることがある。正しい方向にか

じ取りしたり呼びかけたりすることも、ＮＨＫなどメディアの大事な役割だと痛感し

た。 

 

○  ６月１７日（金）の「漱石先生タイクツ日記～松山は どうぞな、もし～」（総合 

後 8:00～8:43 四国ﾌﾞﾛｯｸ）について。夏目漱石が松山滞在中に下宿「愚陀仏庵」に

引っ越した理由を「退屈しのぎ」と紹介していた。漱石は正岡子規を迎えるため引っ

越ししたはずなのに、なぜそのような紹介をしたのか疑問に感じた。番組中、アナウ

ンサーが小説「坊っちゃん」を朗読していたが、伊予弁と江戸弁を対比する部分が伊

予弁にはとても聞こえなかった。内容がおもしろかっただけに残念だった。 

 

○  ７月１日（金）のドキュメントしこく「二人だから 強くなれる～柔道家夫婦の挑

戦～」を視聴した。番組を通して、「夫婦の力」や、二人が支えあうことで強さを身

につけていることがよくわかった。主人公の廣瀬悠さん・順子さん夫婦は、障害者ア
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スリートという自らの立場をよく理解していて、インタビューへの素直な受け答えを

通して、人間性のすばらしさも感じることができた。リオデジャネイロパラリンピッ

クでの活躍を心から期待したい。 

 

○  ７月８日（金）のドキュメントしこく「岡田監督が社長になった」について。元サ

ッカー日本代表監督の岡田武史さんが、四国サッカーリーグ・ＦＣ今治を経営してい

る背景や経営手法には大変興味を持っていたので、期待して視聴した。番組を通して、

組織のリーダーには部下の心をつかみモチベーションを上げるため、自ら汗をかく姿

勢が必要不可欠なことがよくわかった。観客動員を増やし、企業からの広告収入を獲

得するなど、チーム運営には相当な苦労があることも理解できた。他の地域にはスポ

ーツチーム運営の成功事例があると思う。ぜひ紹介してもらいたい。サッカーだけで

なく野球などほかのスポーツについても詳しく取り上げることで、地域スポーツを応

援していってほしい。 

 

○  ７月８日（金）のドキュメントしこくについて、７月２日（土）に放送されたＮＥ

ＸＴ 未来のために「岡田監督が社長になった」も合わせて視聴した。岡田さんが、

なぜ苦労を背負ってまでこのような取り組みをしているのか疑問に思っていたが、こ

の番組を見てその理由を理解することができた。ＦＣ今治が収入の多くを岡田さんの

知名度によって得ていることがよくわかったし、経営の厳しさとともに、それに立ち

向かう岡田さんの人間力や人心掌握術、経営感覚を随所に感じることができた。ほと

んどの選手がアルバイトで生計を立てていることや、独自の育成プログラムで養成し

ている小中学生がいること、５千人規模の専用スタジアムを建設していることなど、

放送時間を長くしてでもさらに詳しく伝えてほしいと思った。 

 

○  ７月８日（金）の歴史秘話ヒストリア「そうだ！天空の城へ行こう」について。城

を取り上げた最近の番組の中では抜群の内容だった。岡山県高梁市にある、江戸時代

の天守が残る備中松山城について、歴史や他の城との違いを詳しく説明していておも

しろかった。四国には、江戸期の天守を持つ１２の城のうち４つまでが残っている。

四国の城を今回のような丁寧な伝え方で、番組に取り上げてほしいと思った。 

 

○  ７月１０日に投開票が行われた参議院選挙では、投票締め切りの午後８時前から、

ＮＨＫと民放が一斉に開票速報の特番を放送していた。疑問だったのは、午後８時に

なったとたん当確が出ていたことだ。出口調査などさまざまな調査をした上で、自信

を持って当確を出したとは思うが、各局で一番乗りの競争をしているだけのように感

じた。香川選挙区でも、８時を過ぎてすぐ当確が出た。その後に何を伝えるのか困ら

ないかと気になった。民放に比べＮＨＫが翌朝も選挙結果をしっかりと伝えていたの
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はありがたかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

          香川選挙区については、午後８時過ぎに当確を出した。事前の取

材や票の読み、当日の出口調査などから間違いないと判断して行っ

た。当確を出したあとも香川県民、また若い有権者がどのような投

票をしたのか、分析結果を交えて丁寧に伝えた。当選者へのインタ

ビューを通じて、今後何を訴えていくのか、地域に何をしていきた

いと考えているのかも詳しく伝えた。選挙権が１８歳まで引き下げ

られて初めての国政選挙だったが、香川県は投票率が前回よりも落

ちた。いかに関心を持って選挙報道を見てもらえるかが大事だと感

じている。 

 

参議院選挙の開票速報で、投票が締め切られた午後８時を過ぎて

すぐ当確が出たことについて、意見を頂いた。正確な選挙結果をい

ち早く伝えることも公共放送の使命だ。開票速報番組の中でも詳し

く説明したが、期日前投票の出口調査や当日の出口調査、ＮＨＫ独

自の各地域の調査の結果を詳しく分析した結果、票に明らかな差が

ある場合は当確を出している。投票締め切り直後でも当確判断を出

す根拠については、今後も丁寧に伝え、正確迅速な選挙報道に努め

ていく。 

 

○  ６月３日（金）のＤｉｓｃｏｖｅｒ四国「全部見せます！こんぴら歌舞伎～第３２

回四国こんぴら歌舞伎大芝居～」を視聴した。こんぴら歌舞伎の魅力を多角的に取材

した見どころ満載のすばらしい番組だった。ゲストとしてお笑い芸人の藤井隆さん、

女優の山村紅葉さんと南沢奈央さんが出演していた。藤井さんがあらゆる場面で笑い

を織りまぜ伝えてくれたので、最後まで楽しむことができた。ただなぜこの３人を起

用したのかは紹介してほしかった。また途中から、こんぴら歌舞伎の演じ手でもある

若手歌舞伎俳優の中村壱太郎さんが出演者に加わることで、番組に深みが増したと思

う。収録はこんぴら歌舞伎が上演される金丸座内で行われ、ゲストが升席に座ること

で、その大きさや舞台との距離感がよくわかった。こんぴら歌舞伎では「役者と観客

双方に適度な緊張感と連動感が生まれる」という解説も十分理解できた。江戸時代か

ら残る回り舞台の装置を紹介するパートでは、奈落にカメラが潜入していた。地元の

ボランティアの人たちが実際に動かす様子から、その仕組みをよく理解することがで

きた。多くの地元の人たちがこんぴら歌舞伎を支えていることが紹介され、歌舞伎が

町にどれほど根づいているのかもよくわかった。各演目は実際の公演模様を丁寧な編
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集で伝えるだけでなく、ストーリーをイラストを交えて紹介していた。見に行けなか

った人にもうれしい内容だったと思う。 

 

○  ７月２日（土）のＮＥＸＴ 未来のために「岡田監督が社長になった」について、

サッカー元日本代表監督の岡田さんが、ＦＣ今治のオーナーとなり、スポンサー獲得

や観客動員に奔走する姿が描かれていた。誇張した表現も見られずありのままを伝え

ていて、大変好感が持てた。岡田さんの発する言葉には含蓄があって勉強にもなった。

今後も取材を続けていってほしい。 

 

○  ７月２日（土）のブラタモリ「＃４３ 会津」は、若松城が広大な会津盆地の南東

の隅にあることや城下町に曲がり角が配置された理由など、「ブラタモリ」ならでは

の取り上げ方に感心した。いつにも増して密度の濃い内容で大いに満足した。 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２８年６月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

６月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、２０日(月)、ＮＨＫ松山放送局において、

１１人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、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。そのあと事前に視聴してもらった、四国各局の平日夕方６時台

のニュース情報番組について活発に意見の交換を行い、会議は終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長  松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

副委員長  宅間 一之 （高知県立歴史民俗資料館顧問） 

委  員  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） 

髙橋 祐二 （三浦工業代表取締役会長） 

田坂 實  （越智今治農業協同組合 経営管理委員会会長） 

長井 基裕 （愛媛新聞社編集局長） 

松島 裕彦 （四国旅客鉄道常務取締役） 

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 （徳島大学大学院理工学研究部教授） 

森本 道義 （日本ＪＣシニア・クラブ 高知ブロック担当世話人） 

 

 

 

（主な発言） 

 

＜四国各局の平日夕方６時台のニュース情報番組 

松山局 「ひめポン！」  （総合 ５月２６日(木)） 

高知局 「こうちいちばん」（総合 ５月２６日(木)） 

徳島局 「とく６徳島」  （総合 ５月３０日(月)） 

高松局 「ゆう６かがわ」 （総合 ５月２６日(木)）について＞ 

 

 

○  「とく６徳島」について、夕方６時台は職場におりあまり見たことがない番組だっ

たが、今回、地域の身近な話題を数多く伝えていることがよくわかった。徳島市で視

覚障害者の男性がバックするトラックにひかれて亡くなり、一緒にいた盲導犬も死亡
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した事故に関するニュースについて。裁判で事故を起こした被告に判決が出たこと、

事故をきっかけに徳島県がバック時に警報音を鳴らすよう義務づける条例を制定し

たことを伝えていた。こうした条例が全国にも広がっていくことを願っている。三好

市西祖谷山村の廃校になった小学校を利用した宿泊交流施設について、金行朋彦記者

が現地から生中継で伝えていた。音声が途切れて聞き苦しいところがあり、画質も粗

さが目立った。ぜひ改善してほしい。 

「ひめポン！」では、地元の大学生が取材やインタビュー、ナレーションを行う「伊

予のおいしいよ～」のコーナーで、愛媛県特産の「柑橘ぶり」をキャスター２人がス

タジオで試食する場面があった。食べ物を口に入れたままコメントしていたのが気に

なった。 

「こうちいちばん」について。アメリカのオバマ大統領の広島訪問に関連して、「第

３の被爆」と呼ばれる昭和２９年に起きたビキニ事件の関係者の思いを伝えていた。

事件の背景については、もう少し詳しく説明してほしかった。気象情報の予想気温な

どの文字が、大きくて見やすいのはよかった。 

 

○  「とく６徳島」について、一つ一つのニュースが丁寧に取材されていて興味深く視

聴することができた。ただ明るいイメージのオープニングの直後に、視覚障害者死亡

事故の裁判のニュースを伝えていたが、雰囲気が一転して違和感を覚えた。順番を変

えた方がよかったと思う。三好市の宿泊交流施設からの中継は、テーマはよかった

が、記者のリポートは言葉が飛んだり早口で聞きにくい部分が多かった。カメラワー

クが不安定で、画面が揺れる場面があったのも気になった。中継で伝える必要性を感

じなかったので、収録した上できちんと伝えてほしかった。スポーツコーナーについ

て、徳島のオリンピアンとして紹介していたバドミントンの松友美佐紀選手は、今後

も継続的に取材してほしい。サッカーＪ２の徳島ヴォルティスは、単に試合結果を伝

えるだけでなく、試合の分析や現在の順位を丁寧に紹介していてよかった。気象情報

が番組の中盤と終盤に２回あったが、時間的に近接しており、内容を変えた方がよか

ったと思う。漆原輝、伊藤友見両キャスターのコンビはさわやかな印象が好ましく、

明るくてテンポのいい進行もよかった。 

 

○  「ゆう６かがわ」について、まずオープニングでその日のニュースを一覧で示して

いたのは、視聴者を最後まで引きつける上でもよかったと思う。冒頭の項目ニュース

では、医療や水資源対策、交通事故防止の取り組みなど、地域の話題を幅広く伝えて

いてよかった。特集の「町の人と作る こんぴら歌舞伎」では、地元の商工会青年部

長の視点からこんぴら歌舞伎を紹介していた。地域の人たちの関わりやその舞台裏な

ど、普段あまり知る機会のない内容で新鮮だった。この特集はＶＴＲが絶妙なタイミ

ングで中断され、続きは６月３日放送予定のＤｉｓｃｏｖｅｒ四国「全部みせます！
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第３２回四国こんぴら歌舞伎大芝居」で伝える、という形で締めくくられた。視聴者

の興味を引く、効果的なＰＲだったと思う。気象情報のコーナーでは風について「強

風注意報から暴風警報と、注意のレベルが上がると用語が変わるのはなぜか」という

視聴者の質問に、香川県の発表基準や気象庁の風力階級表を使った詳しい解説で答え

ており勉強になった。カメラマンリポート「目指せ 流しそうめん世界一」では、竹

のといをつなげた流しそうめんで 4,000ｍのギネス世界記録を目指す、高松市の真砂

泰介さんの取り組みを紹介していた。竹のといを実際にスタジオに持ってきて解説す

ることで、難しさがよく理解できた。９月の挑戦の模様もぜひ番組で伝えてほしい。

「ＣＡＴＶだより」のコーナーでは、さぬき市コミュニティ放送が取材した、季節感

豊かな話題や町おこしの企画、熊本地震被災地のため募金活動をする中学校など、多

彩な地域の話題を伝えていてよかった。瀬戸内の魅力を視聴者の写真で紹介するコー

ナー「わたしの あ、いいかも！」は、美しい風景など貴重な写真を見ることができ

る、とてもよいコーナーだと思う。主婦や子育て世代が知りたい旬の味覚やグルメの

情報、家庭や地域ですぐに役立つ情報のコーナーがあれば、さらに魅力的な番組にな

ると思う。 

 

○  香川に住んでいるが「ゆう６かがわ」を初めて最初から最後まで通して視聴した。

地域のニュースをきめ細かく伝えていて、初めて知る内容もあり、親近感が持てる内

容だった。特集「町の人と作る こんぴら歌舞伎」は５分ほどのコーナーだったが、

演出も工夫されていて見応えがあった。気象情報では、強風注意報が暴風警報に変わ

る基準について、気象予報士が詳しく解説していた。新しい発見があり勉強になった。 

「ひめポン！」では「伊予のおいしいよ～」のリポーターの大学生がレギュラーな

のか、１回だけの出演なのかよくわからず気になった。 

４県の番組はいずれも、地域の話題を伝える親しみやすいニュース情報番組を目指

していることもあってか、取材対象者の顔や名前がはっきりとわかる工夫が、カメラ

ワークやテロップなど演出のすみずみから感じられた。ただ同じ四国でも県が違う

と、取り上げる情報が全く違っていたのは驚きだった。今回改めて気になったことが

ある。四国４県に向けた平日の総合テレビのニュースは、松山放送局から、主に早朝

に短時間放送されている。各県向けに比べて分量が少なく、四国全体に伝えるべきニ

ュースがエアポケットのようになっていないか不安になった。自分の県だけでなく、

四国の他県のニュースも知りたい視聴者は多いと思う。そうしたニュースをテロップ

で表示したり、四国各局のホームページを伝えるなど、工夫があるとよいと思う。 

 

○  「ひめポン！」について、「伊予のおいしいよ～」はリポーターの学生の緊張感も

ほほえましい、ユニークなコーナーだと思う。ただ学生をどのような基準で選んでい

るのか気になった。「クイズ ひめ天！」のコーナーは、天気に関するクイズにテレ
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ビのリモコンで視聴者に答えてもらうものだ。ただ視聴するより知識が身につきやす

くよいと思う。 

「こうちいちばん」では、リオデジャネイロオリンピックビーチバレーの審判員に

選ばれた、高知市の里見真理子さんを紹介していた。地方出身のオリンピアンを地域

の番組やニュースで取材することで、地元の人が知るきっかけとなり応援にもつなが

っていく。大いに励みになると思うので、これからも取り上げていってほしい。その

一方で、過剰な取材は選手たちの負担になる。取材内容や時間には十分配慮してほし

い。 

「ゆう６かがわ」のカメラマンリポート「目指せ 流しそうめん世界一」では、地

元を活性化したいと奮闘する真砂さんの姿を紹介していた。過疎の進む四国を活気づ

けようと頑張っているこうした人たちをこれからも取り上げ、視聴者が元気になる番

組を作っていってほしい。 

４県の番組はどれも、地域放送番組の柱と呼ぶにふさわしく、各地の特色がよく出

ていて大変興味深く見ることができた。どの番組も雰囲気が明るく、地域の課題や新

しい情報を取り上げ、人々の元気につながる内容になっていたのもよかったと思う。 

 

○  「こうちいちばん」の「えいね！しあわせ自分いろ」のコーナーでは、四万十町に

あるこうじ店の七代目井上雅恵さんが、伝統のこうじ作りを受け継ぎながら、新たな

加工品やお菓子作りに挑戦する姿を丁寧に取材していてよかった。写真作家・桐野伴

秋さんの展覧会を紹介したインタビューコーナーについて。この種の企画は、質問者

が事前にどれだけ取材しているかで出来が大きく変わってくる。担当した松村朋美キ

ャスターは確かな取材に基づく適切な質問をしていて、桐野さんの思いや展示の趣旨

がよくわかり感心した。気象情報のコーナーには今年４月から、気象予報士の岡田良

明さんが出演している。当初は語りもたどたどしかったが、慣れてきたのか今は解説

も実によどみない。拍手を送りたい。神戸和貴、梅山茜の両キャスターは、落ち着い

た雰囲気やスムーズなやり取りに好感が持てた。 

「ひめポン！」の「河内晩柑（かん）のはちみつ作り」のリポートでは、スタジオ

のキャスター２人がはちみつを口にした感想が「おいしい」ばかりで、どこがどうお

いしいのか伝わってこなかった。「伊予のおいしいよ～」でも柑橘（かんきつ）ぶり

を試食していたが、感想は同様で残念だった。 

「とく６徳島」の視覚障害者事故のニュースについて。日常の音や警報音が視覚障

害者にとってどれほど大事なのかよくわかった。安全な社会の実現には努力と決意が

必要であることを示す、意義のある報道だったと思う。 

「ゆう６かがわ」の「町の人と作る こんぴら歌舞伎」のコーナーは、「特集」と

銘打っていながら、内容を中断したようなＶＴＲは、後日放送の番組「Ｄｉｓｃｏｖ

ｅｒ四国」の予告編としか思えずがっかりした。 
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（ＮＨＫ側） 

 「こうちいちばん」のビキニ事件関係者の思いを伝えたニュースに

ついて。高知放送局では、最近さまざまな形でビキニ事件について取

り上げており、今回は事件の背景を省略したが、初めて見る視聴者に

は丁寧さがやや欠けていたかもしれない。オリンピック・パラリンピ

ックを見据えたスポーツ選手の紹介については、高知県出身でリオデ

ジャネイロパラリンピック代表が内定している、車椅子ラグビーの池

透暢選手をドキュメンタリー番組などで取り上げてきた。今後も選手

の負担にならないよう取材を続け、応援していきたい。「こうちいち

ばん」では「南海地震ひとくちメモ」というコーナーで地震から身を

守る方法を随時お伝えしている。巨大地震に備える大事な取り組みと

して紹介させていただいた。 

「とく６徳島」の三好市からの中継について、記者の声が聞き取り

づらく映像の乱れも気になったとの指摘をいただいた。今回の中継は、

簡便で機動性が高い「ＩＰ中継」という通信回線を使った新しい方法

で行った。災害時に特に役立つこの方法を日頃の放送にも取り入れ、

記者のリポート機会を増やすことで、正確で迅速な災害報道に万全を

期したいというねらいがある。リポートや映像の質の向上には、今後

しっかり取り組んでいく。明るい雰囲気のオープニングの直後に視覚

障害者事故のニュースを伝えたことについて、徳島放送局は去年１０

月にこの事故が起きて以来、地域社会の安全を考える上で大事なニュ

ースと捉え継続的に取材を続けてきた。今回判決が出たことへの視聴

者の関心は高いと考え、あえてトップで伝えた。オープニングの演出

については、さらに精査していきたい。２回ある気象情報の内容が重

複しているという指摘について、長い間こうした構成で伝えてきたが、

意見を現場にも伝え改めて検討していきたい。 

「ゆう６かがわ」の特集「町の人と作る こんぴら歌舞伎」が、後

番組の予告編にすぎないのではないかという指摘をいただいた。後番

組を見てくれた人にはよかったと思うが、そうでない人には不親切だ

ったかもしれない。今後の検討材料にしたい。「ＣＡＴＶだより」に

ついて、ＣＡＴＶは地元の隅々まで取材しており、その特性を生かし

て地域に密着した話題が提供できる、地域放送らしいコーナーだと思

っている。「わたしの あ、いいかも！」は、今年開催の瀬戸内国際芸

術祭を見据えて新設したコーナーで、視聴者が町で見つけたアートの

写真なども紹介して好評をいただいている。四国の他県のニュースも
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しっかり伝えてほしいという意見は、参考にしていきたい。 

「ひめポン！」は、昨年度までの「いよ×イチ」を大幅にリニュー

アルして、より多くの現役世代や女性の視聴者に見てもらえる番組を

目指している。ニュースは「より深く、より分かりやすく」を徹底し、

愛媛の魅力を再発見するコーナーや、女性の関心が高い実用性に富ん

だコーナーなど、多彩な企画を盛り込んだ。はちみつや柑橘ぶりの食

リポートもそうした取り組みの一つで、試行錯誤しながらチャレンジ

を続けている。「クイズ ひめ天！」のような双方向企画など、視聴

者参加という視点も大事に、番組をブラッシュアップしていきたい。 

「ひめポン！」について。「伊予のおいしいよ～」のコーナーに出

演する大学生は、取材で知り合った学生の中から「ぜひやりたい」と

意欲のある人などに協力してもらっている。ＮＨＫの担当者が打合せ

を重ね、学生の意見を尊重した上で制作しており、若い人たちが番組

に親しみを持つきっかけにもなればと考えている。食リポートは、新

番組になってから積極的に取り入れている。不快感や違和感を与えな

いことを前提に、食べ物のおいしさや魅力が伝わるリポートを追求し

ていきたい。気象情報について、番組中盤の１回目では屋外から中継

を行い、２回目と重複感のないよう演出を工夫している。スポーツに

ついては、えひめ国体を来年に控えており、地域で頑張る若い選手を

きちんと取材して伝えていく。四国４県に関わるニュースについて。

４局の記者が集まり「第一次産業」「インフラ」など共通のテーマで

リポートを作るプロジェクトを立ち上げ、このテーマで四国の状況を

伝えるシリーズ企画を定期的に放送している。四国のニュースを知り

たいというニーズは確実にあると思う。今後もしっかり取り組んでい

きたい。 

 

○  「ひめポン！」について。ジャンルの違うニュースを関連性も考えバランス良く構

成するなど、わかりやすいニュース情報番組にしようという工夫を随所に感じること

ができた。気象情報は視聴者の関心が高い。中盤と終盤の２回、詳しく伝えているの

はとてもよいと思う。「愛媛発地域ドラマ “くたばれ”坊っちゃん」紹介のコーナ

ーは、番組予告として上手にまとまっていた。エキストラや裏方の高校生にスポット

を当てていたのにも好感が持てた。キャスターの２人は笑顔が印象的で、身振り手振

りを交えながらテンポよいやり取りで楽しく伝えていた。試食の場面も本当においし

そうに食べていてよかった。番組最後に「ひめポン！」というタイトルの意味を解説

していたが、よく考えられていて意気込みが伝わってきた。 

４県どの番組も地域の特長を生かして構成されていて、特に「ひめポン！」と「ゆ
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う６かがわ」は、キャスター２人のやりとりがアクティブかつスムーズで大変魅力的

だった。４局のキャスター・スタッフが切磋琢磨（せっさたくま）して、良い部分は

積極的に取り入れ、上質な番組に成長していってほしい。スタジオセットやキャスタ

ーの服装だが、より明るめの方が視聴者に好印象を与えると思う。 

 

○  「ひめポン！」について。ニュースの放送順は妥当だが、本数が少ないと感じた。

「河内晩柑のはちみつ作り」について、リポーターの暗いトーンの声や耳慣れないイ

ントネーションは気になった。気象情報は大変詳しく、ＮＨＫの本領が発揮されてい

たと思う。「伊予のおいしいよ～」では、大学生をリポーターに起用する意図がよく

わからなかった。学生の意見が内容に反映されているのかも気になった。訪れた飲食

店の名が画面に映っていたが、テロップやナレーションでは紹介されなかった。店名

や場所は明示した方が親切だと思う。 

「こうちいちばん」について。ビキニ事件関係者の思いを高知ならではの視点で多

角的に伝えていて、感心した。その一方、キャスター２人の服の色が気になった。２

人ともに暗めの服では気分が落ち込む。明るめの方がよいと思う。 

「とく６徳島」について。視覚障害者事故のニュースは「痛ましい犠牲をむだにし

ない」という取材者の意図が伝わってきてよかった。三好市からの中継は、金行記者

のコメントが早口で聞き取りにくかったのが残念だった。防災リポートでは、昭和南

海地震の教訓を伝える取り組みを紹介していた。取り組みの現状だけでなく、課題を

指摘することも必要だったのではないか。 

「ゆう６かがわ」について。番組冒頭のグラビアで、カメラマンリポート「目指せ 

流しそうめん世界一」が紹介された。しかしリポート本編が放送されたのは中盤で、

順番が遅いと感じた。特集「町の人と作る こんぴら歌舞伎」は、舞台裏の紹介を興

味深く見ることができた。 

 

○  「ひめぽん！」について。軽やかな音楽で始まるスタートに、疲れが癒される思い

がした。冒頭、その日の番組内容をテロップとコメントで確認できたのもよかった。

全体を通して、愛媛に関する事件や出来事、視聴者の関心ごとが的確に伝えられてい

たと思う。「愛媛発地域ドラマ “くたばれ”坊っちゃん」の紹介コーナーでは、地

元高校生のドラマへの参加を描きながら、上手にドラマをＰＲしていたと思う。「河

内晩柑のはちみつ作り」のリポートについて、特産品を目指すこうした取り組みは県

内各地で行われており、機会をとらえて今後も紹介してほしい。終盤の気象情報は、

ポイント予報や紫外線予測など、非常に詳しい内容でよかった。ただ気象情報は中盤

にもあり、内容がやや重複していると感じた。各項目でリポーターが変わりたくさん

の人が登場する番組だったが、リード役の小澤康喬、三島早織の両キャスターは、息

もぴったりでいい仕事をしていたと思う。もう一人の福島由季キャスターも同様で、
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いつも感心して見ている。 

「とく６徳島」の三好市からの中継では、コメントに聞き苦しい部分があり残念だ

った。 

「ゆう６かがわ」では、番組冒頭にその日のラインアップを紹介し、最後にもおさ

らいをしていた。親切な伝え方で大変よいと思った。 

 

○  「こうちいちばん」について。番組を通して、スタジオでのキャスターのやり取り

が原稿を読むだけでない自然な会話で、和やかな雰囲気もよかった。冒頭、その日の

内容と放送時間を順に短く紹介していたが、よい工夫だと思う。「ひめポン！」のよ

うに、その日の内容を一覧で表示する演出も取り入れてはどうか。「えいね！しあわ

せ自分いろ」は、コーナー名の土佐弁に親しみを感じた。番組タイトル「こうちいち

ばん」に合わせて気象情報を「お天気いちばん」にしているのもユーモアがあってよ

いと思う。ただ、４県の翌日の予報を伝える画面では、お天気マークに加えて地名も

示してほしいと感じた。番組全体を通して、コメントやコーナー名などがテロップで

しっかり表示され親切だと感じたが、写真作家・桐野伴秋さんの展覧会の紹介コーナ

ーだけ少なく思え、気になった。 

 

○  「ひめポン！」について。地域の多彩な情報が楽しく、小澤、三島の両キャスター

が話すテンポも心地よかった。番組冒頭のニュースでは、伊方原子力発電所３号機の

安全審査の見直しやテロ警戒の話題を伝え、地域の安全へのリスクが指摘されていた。

一方、後半の内容は極めて明るく、前半と後半の対比が際立っていた。意図的ではな

いと思うがその落差に違和感を覚えた。また番組では、地元の人々が活躍する明るい

話題を４つに分けて紹介していた。話題ごとに今後の課題についてはしっかり触れて

ほしかったと思う。「愛媛発地域ドラマ “くたばれ”坊っちゃん」を紹介するコー

ナーでは、地元の高校生がドラマに参加して活躍している様子を伝えていた。高校生

たちがドラマの制作に関わることで、このドラマのベースである夏目漱石の小説「坊

っちゃん」や自分の住む地域をどのように見直したのか、という視点を欠いていたの

は残念だった。「伊予のおいしいよ～」のコーナーでは、大学生のリポートのぎこち

なさが目立ち、見ていてハラハラした。 

４県の番組はそれぞれ特徴があり、どれも楽しく視聴した。いずれの番組も地域の

活性化に役立つものだと感じた。今後もささやかな情報にも目を配り、発信を続けて

いってほしい。 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２８年５月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

５月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、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、「平成２７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。そのあと事前に視聴してもらった、Ｄｉｓｃｏｖｅ

ｒ四国「田舎で見つけた希望の芽」と放送番組一般について活発に意見の交換を行い、

会議は終了した。 

 

 

（出席委員） 

委 員 長  松井  忍  （ＮＰＯ法人ＧＣＭ庚申庵倶楽部理事長） 

副委員長  宅間 一之 （高知県立歴史民俗資料館顧問） 

委  員  坂田 千代子（株式会社あわわ会長） 

髙橋 祐二 （三浦工業代表取締役会長） 

田坂 實  （越智今治農業協同組合 経営管理委員会会長） 

長井 基裕 （愛媛新聞社編集局長） 

松島 裕彦 （四国旅客鉄道常務取締役） 

村田 明広 （徳島大学大学院理工学研究部教授） 

森本 道義 （日本ＪＣシニア・クラブ 高知ブロック担当世話人） 

 

 

 

（主な発言） 

 

＜Ｄｉｓｃｏｖｅｒ四国「田舎で見つけた希望の芽」 

（総合 ４月２９日(金)）について＞ 

 

○  番組冒頭の「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ四国」キャンペーンのアニメーションは、自然豊か

な島で躍動する少女の姿が鮮やかでインパクトがあった。このアニメでは、祖谷のか

ずら橋を思わせる橋が出てくるが、四国の他の特徴も描かれていればさらによかった

と思う。「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ四国」のロゴも、さぬきうどん、阿波おどり、みかんや

カツオといった各県の特徴が織り込まれるなど、工夫が見えてよかった。番組では、

人口減少が進むと「消滅」する可能性がある自治体が多い、と指摘される四国の将来

について、各地を取材して希望が持てる取り組みや事例を紹介していた。田舎暮らし
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のプラス面を中心に構成されていて、四国の田舎の良さを再認識できる内容ではあっ

た。しかし現実は楽観的に喜べる話ばかりではないと思う。課題などマイナス面もも

う少し扱ってほしかった。スタジオ出演者で、大阪から愛媛県大三島に移住してきた

林豊さんは「田舎での生活は自由であり同時に不自由でもある」と話していた。それ

こそ田舎の特徴で、都会の人は不自由に感じるところが多いのが実態だと思う。人そ

れぞれ価値観も異なり、田舎での生活を魅力的に感じる人ばかりではないのではない

か。構成について、スタジオ出演者の意見を聞いた上で次のテーマに移る流れはよか

ったが、時々その流れがあまりにスムーズで、事前の打ち合わせがあったのか気にな

った。ゲストについて、歌手の秋川雅史さんとタレントの高木美保さんのコメントは

わかりやすかった。島根県中山間地域研究センターの藤山浩さんは、「１％の移住者

を毎年確保できれば人口安定は可能」という「１％取り戻し戦略」について話してい

た。ただこの戦略はあくまで、「人口流出がない」という前提あってのものだと思う。

人口流出防止策についても言及すべきではなかったか。一方、一般人出演者の実体験

に基づく話には、重みと説得力があった。特にスイスから愛媛県新居浜市の島に移住

してきたジャック・マニャンさんのコメントは、外国人ならではの視点が参考になっ

た。土佐経済同友会が提唱している「高知県民総幸福度」を紹介するパートでは、街

頭インタビューやアンケートで県民の率直な思いが伝わってきた。気になった点だ

が、スタジオパートで、一般人出演者の福田茜さんが、泣きだした子どもをあやす様

子が流れた。生放送ではなく事前収録の番組なのに、この部分を使った意図を教えて

ほしいと思う。 

 

○  島根県中山間地域研究センターの藤山さんが提唱する「１％取り戻し戦略」を聞い

た大学生の谷本結花さんが、「田舎に移住したいが就職先に不安がある」と訴えてい

た。田舎で人口減少が進む主な要因は、若者が魅力を感じる仕事や就職先が少ないた

め、大学進学などをきっかけに地元を離れてしまうことにあると思う。田舎に移住し

てきた家族がいても、その子どもが成長して地元を離れてしまえばこの戦略もうまく

いかないと感じた。また移住のメリットとして、徳島県佐那河内村に移り住んだ田口

太郎さんは「田舎は地域社会がしっかりしている」と話していたが、それが煩わしい

と思う若者もいると思う。病院通いが欠かせない高齢者にも田舎は不便で、こうした

不安が解消されてれば、移住者も増えていくのではないか。地域の暮らしを守るため

住民自身が運営する、買い物や給油などができる施設を、番組では「小さな拠点」と

して紹介していた。とてもよいアイデアだと思う。高知県四万十市の商店兼ガソリン

スタンドでは、車を運転できない高齢者に商品を配達しながら安否確認も行ってい

た。お年寄りの田舎暮らしを支える見事な知恵と感心した。 

 

○  番組のテーマ、取材内容、構成がとてもよかった。取り上げた地域のさまざまな取
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り組みがさらに広がれば、都会から四国に移住する人が増え、地域でお金も回る明る

い未来が期待できると思う。「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ四国」は四国ＮＨＫの年間キャンペ

ーン番組であり、その影響力にも期待している。番組中、ゲストの秋川さんのコメン

トは、素直な気持ちを懸命に伝える姿勢がすばらしく「成功したいと東京へ出て夢を

追いかけたが、故郷で祭りを楽しんでいる青年達の方が幸せだと感じる」という言葉

は、四国を離れ都会で暮らす人にぜひ聞いてほしいと思った。その一方、ＶＴＲで秋

川さんが黒いジャケットに革靴で田舎を訪ねる姿には違和感を覚えた。以下気になっ

た点だが、冒頭のアニメーションは美しい反面、田舎での生活が夢のようにすばらし

いという印象を視聴者に与えてしまわないか不安になった。スタジオパートで秋川さ

んが話している途中、出演者の子どもが泣き出し、話が中断されてしまったのは残念

だった。生放送でなく収録番組なのにと、不自然に感じた。番組全体でも田舎暮らし

を美化しすぎていたと思う。良い面だけでなく厳しい面もしっかり伝えてこそ、移住

を現実のものとして考えるきっかけになったのではないか。 

 

○  番組の始め、四国の多くの地域が「消滅可能性自治体」として示された地図は、暗

い未来を印象づけるものだった。しかし、その四国に数多くある希望の光にスポット

を当て、将来を切り開いていこうという番組の意図はしっかりと伝わってきた。キャ

ンペーンの巻頭言としてふさわしい内容だったのではないか。移住者を増やす取り組

みは特に重要だと思う。ゲストの藤山さんが紹介した「１％取り戻し戦略」について、

理論としては納得できたが、実際に毎年１％の移住を維持することは難しいのではな

いか。特に経済面の課題は大きいと思う。これについて番組では、愛媛県大三島に暮

らす林さん夫婦の移住前後の収入・支出の変化を紹介していた。具体的でわかりやす

かったし、妻のかつえさんの「生きていく上で金の必要順位が下がった」という言葉

は印象に残った。「高知県民総幸福度」の紹介については、幸せは数値で測れるもの

だけでは決まらない、と改めて確認することができた。実際の田舎暮らしには苦労や

失敗、法律や行政上の課題も多いと思う。今後それらを詳しく取り上げ、深めていっ

てほしい。スタジオに一般人を何人か呼んでいたが、扱いに軽重があり気の毒になる

ケースもあった。人数をしぼった方がよかったと思う。 

 

○  四国の近未来を考える問題提起型の充実した内容の番組で、制作者の企画力と取材

力に脱帽した。年間キャンペーンのプロローグとして、今後の展開を十分期待させる

ものだった。地域体験豊富なゲストが話す言葉や、一般の出演者とのやりとりには、

印象に残るものが多かった。田舎の「希望の芽」を伸ばすため大事なのは、第一に、

地域の人口減少や高齢化に高い問題意識を持つリーダーとその考えに賛同する人の

存在。第二に、田舎への移住を希望する若い世代や会社等をリタイヤした人の存在。

第三に、移住者を支える支援団体や自治体のネットワーク、だと思う。これら三つが
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合わさって小さな芽が大きな木に成長することを願っている。ゲストの藤山さんが紹

介していた「１％取り戻し戦略」を、消滅可能性自治体に広げて行く取り組みは、政

府が推進する「一億総活躍社会」にも通じると思う。国や自治体は具体的な支援を早

急に検討すべきで、番組でそのような問題提起があってもよかったのではないか。地

域でお金を回す取り組みとして、地元産の曲がったキュウリなど市場に出せない野菜

も受け入れむだをなくそうとする、徳島県海陽町の地域密着型スーパーが紹介されて

いた。地道ながら有効な手段だと思う。このスーパーに野菜を納める高齢者の笑顔

や、「小さな拠点」でお総菜を売る川村英子さんが「人が減って元気がなくなってい

くと言うけどそれがどうした」と明るく話す姿に、パワーをもらった視聴者は多いと

思う。東日本大震災や熊本地震を経て、コミュニティーのあり方が見直されつつあ

る。都市部で閉鎖的な人間関係に由来する事件も多発する中、田舎暮らしやスローラ

イフは若い世代にも歓迎されると思う。都会では味わえない自然の豊かさや人の温か

さが田舎にはある。人間形成の重要な時期にある子どもたちにこそ、田舎での体験を

積ませたいと改めて思った。今後はぜひ続編で、若い世代が移住したいと思う「希望

の芽」が、過疎地のあちこちで育っていることを伝えていってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

 四国ＮＨＫの年間キャンペーン「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ四国」は、人口

減少が進む中、四国の可能性を再発見して伝えようというものだ。

2014 年に日本創成会議が発表した「消滅可能性自治体」に、四国の多

くの地域が該当していたことが、番組の出発点になった。今回はキャ

ンペーンの巻頭言に当たる番組でもあり、課題を細かく伝えるよりも、

ポジティブな面を大事に構成した。進行がスムーズすぎて出演者と事

前に打合せがあったのか気になった、という意見があった。事前の打

ち合わせはしたが、それがわざとらしく見えないよう今後注意してい

く。スタジオパートで秋川さんの話が、子どもが泣きだし中断された

ことについて。子どもの母親でスタジオ出演者の福田さんは、自然豊

かな環境で子育てしたいと東京から香川県高松市に移住してきた方だ。

子どもが泣きだしたことで、母親である彼女のプロフィールを自然に

伝えられたし、スタジオの和やかな雰囲気も感じてもらえると考え、

あえてカットせずに放送した。人口減少対策について、四国の課題は

全国の課題でもあると思う。どうしたらよいかその処方箋を、インタ

ーネットも使うなどさまざまな形で全国発信していきたい。 

日本創成会議の発表以降「消滅可能性」をタイトルに入れた番組や

本をよく見かけるようになった。そのことが、四国の人たちのある種

のあきらめにつながっていないか、という思いがある。今回は「Ｄｉ
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ｓｃｏｖｅｒ四国」という前向きなタイトルに合わせて、できるだけ

明るい側面を取り上げることにした。 

 

○  四国に移住者が増えているという「希望の芽」の実態と背景を、現地取材とスタジ

オに集まった住民の声を交え、テーマごとに紹介する構成は理解しやすかった。ゲス

トの秋川さんが、出身地・愛媛県新居浜市の祭りの魅力や利点を熱く語っていたのは

印象に残った。子どもの頃のように自分を受け入れてくれる友達の温かさや、文化や

伝統を後世に残していこうという心意気こそ、地域が人をひきつける大事な要素だと

再認識できた。ゲストの高木さんが「３０代、４０代の人にとっては、かつての田舎

のデメリットが魅力に変わってきている」と話していた。地方では一人一人の存在感

が大きく、アイデンティティーを確立しやすいのだろうと感じた。徳島県佐那河内村

に移住した田口さんが「東京ではいろいろな人に会うがコミュニケーションがない」

と話していた。しかし地方では、人間関係が濃密で干渉が過ぎる例も多いのではない

か。自立が阻害されたりプライベートがなかったりというデメリットもあると思うの

で、この発言について他の出演者にも意見を聞いてほしかった。ゲストの藤山さんの

「１％取り戻し戦略」については、なぜ１％なのか理由とその効果について、もっと

詳しく説明してほしかった。高知県大豊町に移住した猪野大助さん一家を紹介するＶ

ＴＲで、「子どもの好き嫌いが減った」とナレーションしていたが、その理由が説明

されず疑問が残った。愛媛県大三島に移住した林さんが、移住して年収が大幅に減っ

たり、ほかにも不都合があるにもかかわらず、明るい表情で新たな仕事に取り組む姿

勢に好感を持った。「小さな拠点」のパートでは、「人がだんだん減って元気がなくな

っていくと言うけどそれがどうした」という川村さんの言葉に、地方で暮らす人の力

強さを感じた。「背伸びはせずサービスはきめ細かく」こそ、コミュニティー継続の

キーワードだと思う。土佐経済同友会が提唱した「高知県民総幸福度」は画期的なも

のだ。経済指標から見る幸福度は都市からの発想で、それとは違う自然や人の温かさ

など、足元の宝を掘り起こし磨いていくことが必要で、そのためにも移住者・第三者

の視点は大切だと感じた。スタジオ出演者について、人数が多い分コメントが総花的

で、番組が間延びして見えたのは残念だった。 

 

○  地域活性化に向けた四国各地の取り組みを上手に紹介していたと思う。ゲストの秋

川さんと高木さんをメインに、四国４県から移住者や地域おこしの立て役者など、さ

まざまな立場の人を配したスタジオの布陣はよかった。また、故郷の祭りに参加する

ため毎年帰省する秋川さんと、長年の田舎暮らし実践者である高木さんは、言葉の一

つ一つに共感するものがあった。冒頭の少女のアニメーションや、四国各地の子ども

たちの屈託のない笑顔、スタジオで収録中に泣きだした子どもの様子などを通じて、

四国の将来の可能性を感じることができた。移住で課題となる経済について、高知県
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大豊町の猪野さん、愛媛県大三島の林さんの例を紹介していた。２人とも収入は減っ

ていたが、それ以上に田舎暮らしから得ている満足感が伝わり、移住を考える人にと

って参考になったと思う。林さんの妻・かつえさんの「生きていく上でお金の必要順

位が下がった」という言葉は心に響いた。ゲストの藤山さんの「１％取り戻し戦略」、

地域でお金を回し複数の仕事で収入を得ること、そして「小さな拠点」については、

どれも納得できたし各地で実現できる可能性を感じた。徳島県海陽町の高齢農家を支

える出荷代行サービスや、高知県梼原町の間伐材をペレットにして売る林業支援など

を見て、行政の関わりも大変重要だと感じた。高知県は、東京の大学が行った都道府

県の幸福度調査で、最下位から２番目だったという。しかしインタビューに答える町

の人の、日々の暮らしに満足している様子に明るい気持ちになった。地域ごとに多様

な豊かさがあり「高知県民総幸福度」の取り組みなど価値観を変えることで、地域に

活気を吹き込むことができる。今回そうした多くの実例を見て、将来の可能性を実感

することができた。 

 

○  丁寧に広範囲に行われた取材、よく練られた出演者の起用、そして７３分という長

尺番組で、四国ＮＨＫの意気込みが伺える番組だった。多彩な素材を織り交ぜた構成

で長時間飽きることなく、よどみなく展開された内容だった。番組は各地の「希望の

芽」を取り上げ、結びには四国で暮らす幸せを再発見しよう、と提言していた。しか

し「希望の芽」だけでなく、四国が抱える課題をしっかり吟味することも、地域の維

持再生には大切ではないか。過疎化が進む四国の啓蒙と発展に大いに寄与する番組を、

今後も期待したい。 

 

○  冒頭のアニメーションと柔らかなテーマ音楽は、番組の明るい雰囲気を提示するの

に効果的だったと思う。ただ全体を通して、田舎暮らしの厳しい現実にはあまり踏み

込まず、明るい未来への希望が強調され過ぎているように感じた。結局、安易な安堵

感をもって番組が終わった印象だった。年間キャンペーンプロローグの番組なので、

未来志向の総花的内容になったと思うが、四国の厳しい現実から目をそむけることは

できないのではないか。例えば、４歳以下の子どもが増えている地区が多くあると伝

えていたが、その反面人口減少が続いている地区もある。総体として子どもの数がど

う変化しているのか、具体的データを示すべきだったと思う。スタジオパートも、出

演者が多すぎて話が散漫に感じられた。若い学生の声があまり聞けなかったのも残念

だった。一方、ゲストの秋川さんと高木さんは適任だったと思う。確かな現地取材に

基づいて番組が成立していることを実感できる内容だったので、今後その一つ一つを

丁寧に掘り下げた、現実と希望の両方を理解できる番組を期待したい。「Ｄｉｓｃｏ

ｖｅｒ四国」キャンペーンが年間を通して、「現実の厳しさ」と「希望の芽」をどん

なバランスで取り上げるか注目している。 
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○  四国では過疎化が進み、近い将来「消滅」する自治体も出てくるという。故郷の様

子からも危機感を覚えていたが、番組は田舎暮らしの良さや不安に思うことの解決策

を、実際に移住した多くの人に取材し、田舎に住むことが幸福につながり心を豊かに

する可能性に富んでいることを示し、結ばれていた。明るく未来につながる内容で大

変よかった。子供たちの元気な笑顔や毎日を楽しんでいるお年寄りの様子も心に残る

ものだった。田舎暮らしにはデメリットが多いと思い込んでいたが、人とのつながり

を大切に、考え方を変えることで、デメリットがいくらでも魅力に変わることを学ぶ

ことができた。四万十市大宮地区で「小さな拠点」を運営する竹葉傅さんの「諦める

ことをやめてできることをやる」という言葉は印象的で、愛する故郷への想いが人の

輪を生み、地域を活性化していることに心から感動した。スタジオの明るくにぎやか

な雰囲気もよく、ゲストの秋川さんと高木さんの的確なコメントにはうなずかされた。

この「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ四国」キャンペーンでは、まだまだ数多くある四国の魅力を

再発見して紹介する、希望を感じられる番組を期待している。 

 

○  「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ四国」キャンペーンのプロローグにふさわしい内容だった。冒

頭のアニメーションは愛らしく、各県のアイテムがデザインされた「Ｄｉｓｃｏｖｅ

ｒ四国」のロゴもすてきだった。川井郁子さん作曲のテーマ曲も内容と合っていてよ

かった。司会の松田利仁亜アナウンサーは爽やかで、話すトーンやスピード、表情な

どすべてにおいて好感が持て、適任だったと思う。ゲストの秋川さんのアーティスト

らしい表現やコメントには感激したし、一部担当していたナレーションも柔らかく情

感があってよかった。高木さんは、発言の説得力に加え、明るいキャラクターで時に

ユーモアを交えながら話していて、和やかな雰囲気作りに一役買っていたと思う。番

組で示された「消滅可能性自治体」に四国の多くの地域が該当していたことには、衝

撃を受けた。秋川さんが訪ねた徳島県佐那河内村では、「地域の人が子供を見守って

くれる」「多様なコミュニケーションが人を育てる」という地元出演者の田口さんの

言葉に深く共感した。人口流出ばかりクローズアップされる中、各地の田舎で子供が

増えていることにも驚いた。スタジオで子どもが泣きだし、秋川さんの話が中断され

る場面があったが、子育て世代の現状が伝わり番組に温かみを感じることもできた。

移住については特に詳しく取り上げていた。きれいごとだけでなく経済面や高齢者の

実情も深く掘り下げていて、見応えがあった。番組を通して「心の豊かさとは何か」

改めて考える機会をいただけた。この番組を四国だけでなく全国にも発信し、より多

くの人に田舎での生活に興味を持ってほしい。その結果、移住希望者が増え地域の活

性化につながればすばらしいと思う。実際に移住する時の具体的手続きや支援内容も、

今後紹介していってほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

 田舎暮らしの明るい話題ばかりでなく、各地域の厳しい課題もしっ

かり取り上げる番組を、今後制作していきたい。 

「１％取り戻し戦略」について詳しく知りたかったという意見があ

った。「平均的に毎年１％の移住があれば人口は均衡する」という考

えは、藤山さんが移住者の人数や年代、亡くなる住民の数など多岐に

わたるデータをシミュレーションした結果、わかってきたことだ。詳

しく説明するとかえってわかりにくくなると考え、今回は簡潔端的に

紹介した。「子どもの好き嫌いが減った」というナレーションでは「子

どもは田舎暮らしを通して、好きなものを選んで食べるより、自給自

足的に得られるものを食べる環境に慣れていく」という意味を伝えよ

うとした。やや説明不足だったかもしれない。未来志向の番組なので、

若い世代の声はなるべく取り上げようと思っていたが、実際の収録で

は思うに任せないところもあった。今後はより一層注意していく。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  大河ドラマ「真田丸」について、戦国時代の下克上が愉快に描かれ、大変興味深く

見ている。タイトルバックに使われている、左官の挾土秀平さんの題字は迫力があっ

て見事だと思う。 

 

○  ２月２８日（日）の大河ドラマ「真田丸」コンサート（総合 後 4:15～5:28）につ

いて、「真田丸」オープニングテーマ音楽のバイオリン演奏が大好きで、期待して視

聴した。しかし、その曲が演奏されたのは番組の後半で、チャンネルを変えた視聴者

もいたのではないか。やはりテーマ音楽は、コンサート冒頭に演奏すべきだったと思

う。コンサートでは「真田丸」のテーマ曲だけでなくクラシックの名曲も演奏してい

た。ドラマで使われていない曲をなぜ聞かされるのか、納得できない気がした。 

 

○  ３月１９日（土）に放送が始まった「放送９０年大河ファンタジー 精霊の守り人」

について、主演の綾瀬はるかさんは存在感抜群で好感が持てる。３年にわたる放送は

大変な取り組みで、今後に期待している。 

 

○  連続テレビ小説「とと姉ちゃん」は欠かさず見ている。主人公のモデルは「暮らし

の手帖」を創刊した大橋鎭子さんという。これまでも「花子とアン」のモデルは村岡

花子さん、「あさが来た」は広岡浅子さんと、女性活躍推進の時代にふさわしいもの

だと思う。連続テレビ小説が女性の前向きな生き方を応援する姿勢は、今後も視聴者
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のニーズにマッチしていくのではないか。 

 

○  「歴史秘話ヒストリア」は今年度、放送時間が毎週金曜日の午後８時からに変更に

なった。案内役のアナウンサーも代わったので、内容はともかく番組のイメージは一

新されると期待していたが、大きな変化はないようだ。この機会に思い切ってイメー

ジチェンジしたほうがよかったのではないか。 

 

○  「ブラタモリ」がますますおもしろくなっている。フィールドワークにも通じる内

容に、毎回好奇心をそそられる。今後も楽しみにしている。 

 

○  ４月２４日（日）の四国えかこと！「旅グルメ～ハマカーンが愛媛・今治市大三島

で料理対決！～」について、昨年度までの「四国えかこと旅」のリニューアルという

ことで興味深く視聴した。内容をグルメにしぼったことでシンプルでわかりやすくな

り、テンポも軽快で楽しく見た。地域の人が喜び活性化にもつながる番組だと思う。 

 

○  ４月２４日（日）のＮＨＫスペシャル「若冲 天才絵師の謎に迫る」について、若

冲の絵がどんな技法で描かれているのか、詳しい説明でよくわかり大変よかった。ま

た大阪の西福寺に伝わる、天明の大火直後に描かれた「仙人掌群鶏図」の裏側に、京

都の再生を願う水墨画が描かれていたのには感動した。若冲の絵は何度も見ているが、

番組で得た知識をもとにもう一度見直してみたいと思った。ＮＨＫならではの上質な

番組だった。その一方、４月２９日（金）の若冲ミラクルワールド 豪華版（ＢＳﾌﾟ

ﾚﾐｱﾑ 後 10:00～10:59）は、嵐の大野智さんの「すごいですね」という感想ばかりが

目立ち、作品の良さがあまり伝わってこないのは残念だった。 

 

○  ４月３０日（土）のＮＥＸＴ 未来のために「２８歳 ちえみの“孫ターン”」を

見た。去年１１月に放送した、人生デザイン Ｕ－２９「“孫ターン”移住」では、

大阪府出身の大澤千恵美さんが、理想とする自給自足に近い暮らしを求め、祖母・ひ

さ子さんが住む徳島県海陽町へ“孫ターン”した日々を追っていた。この番組はその

続編で、大澤さんのその後の生活にどんな変化があったのか興味深く視聴した。「人

生デザイン Ｕ－２９」と同じ時期の映像がこの番組でも使われていたが、大澤さん

と祖母の就寝時の会話など、２人のやりとりはより丁寧に描かれていた。また、一人

暮らしに限界を感じた祖母がグループホームに入所する様子など、新たな展開も伝え

ていた。「ＮＥＸＴ 未来のために」というタイトル通り、過疎化や高齢化、認知症

など日本が抱える課題とそれを克服する取り組みが、２人を通してうまく表現されて

いたと思う。女優の北乃きいさんが大澤さんになりきって一人称でナレーションをし

ていたのも、聞きやすくてよかった。祖母を思うどこまでも優しい大澤さんの姿を見
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て、このような若者がいることをうれしく思い、海陽町の人の輪がさらに大きく広が

っていくことを祈る気持ちになった。 

 

○  ４月３０日（土）の「ＮＥＸＴ 未来のために」について、去年１１月の「人生デ

ザイン Ｕ－２９」を見て続編を期待していたが、それがこうした形ですぐに放送さ

れ、大変うれしく思っている。今後も大澤さんと地域への取材を継続し、番組として

伝えていってほしい。 

 

○  ５月１日（日）のＮＨＫスペシャル シリーズ古代遺跡透視「プロローグ 大ピラ

ミッド 永遠の謎に挑む」について、「日本の最新科学技術で古代史最大のミステリ

ーに挑む」という放送前の番組ＰＲだけでもワクワクし、大いに期待して視聴した。

今回、世界が注目する一大プロジェクト「スキャンピラミッド計画」に日本チームが

参加し、素粒子ミュオンを使ってクフ王のピラミッドの構造を解き明かすという。そ

の奮闘ぶりを番組はよく伝えていたと思う。ＣＧをふんだんに使った説明もわかりや

すく、期待通りのすばらしい番組だった。ただタイトルに「プロローグ」とあるので、

次回の放送がいつになのかは教えてほしかった。カナダとフランスのチームによる調

査も同時に行われているという。その結果についてもまた紹介してほしい。 

 

○  ５月１３日（金）の四国羅針盤「私たちの声を届けるには・参院選・合区×１８歳

選挙権の若者」（総合 後 7:30～8:13 四国ﾌﾞﾛｯｸ）について、合区の話題と１８歳選

挙権の話題を１つの番組で扱ったため、番組テーマがぼやけて中途半端になっていた

と思う。今回は合区に焦点をしぼり、スタジオには若者に限らず幅広い世代に集まっ

てもらうべきだった。合区と１８歳選挙権、両方を扱うなら、放送時間を長くして２

部に分け伝えるべきではなかったか。合区が行われる徳島と高知、両県民の親近感に

ついて、アンケート結果と歴史的背景を伝えていたが、地域同士の親近感は、両地を

結ぶ交通の利便性と大きく関わると痛感した。 

 

○  ５月１３日（金）の四国羅針盤は、合区と１８歳選挙権という大きな二つのテーマ

を、１つの番組に詰め込んでしまった印象だった。合区について知っているかタクシ

ー運転手に尋ねていたが、単に発音やアクセントで伝わっていないのが「合区を知ら

ない」と受け取られかねず、「合区」と書いたパターンを見せて聞くなど工夫してほ

しかった。徳島県と高知県はお互い親近感が薄く、それには歴史的背景があるという

紹介があった。両県の対立をあおることにならないか気になった。合区は島根県と鳥

取県でも実施される。四国との共通点や相違点を把握するためにも、島根・鳥取の現

状と課題を知りたかった。また夏の参院選について、立候補予定者３人のうち２人に

ついて時間を割いて紹介していたが、１人は顔写真が出ただけだった。どのような基
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準でそうしたのか教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

 公示前の立候補予定者の紹介については、所属団体が公職選挙法上

の政党要件を満たしているかどうかなどを勘案し、ＮＨＫ独自の基準

で取り上げ方を決めている。 

 

○  ５月１４日（土）の週刊 ニュース深読み「熊本地震１か月 どうする？被災者の

“住まい”」では、熊本地震の被害家屋や被災者の避難生活について取り上げ、被災

した建物の応急危険度判定の解説をしていた。この判定については今回の熊本地震で

初めて詳しく知ったが、わかりにくい点も多く、専門家の説明を期待していた。しか

し番組では「危険と判定された家屋には住まないほうがよい」といった一般論しか語

られず、「要注意」を示す黄色い紙や「危険」を示す赤い紙の判定基準など、もっと

しっかり教えてほしかった。「応急危険度判定は、り災証明とは異なる」という説明

はあったが、地震保険会社の調査も独立して行われることなども伝えるべきだったと

思う。 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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平成２８年４月ＮＨＫ四国地方放送番組審議会 

 

４月のＮＨＫ四国地方放送番組審議会は、１８日(月)、ＮＨＫ松山放送局において、

７人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。そのあと事前に視聴してもらった、しこく８「四国の海を潜る

～知られざる ふしぎの世界～」と放送番組一般について活発に意見の交換を行い、会

議は終了した。 

 

 

（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  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） 

長井 基裕 （愛媛新聞社編集局長） 

松島 裕彦 （四国旅客鉄道常務取締役） 

村田 明広 （徳島大学大学院理工学研究部教授） 

森本 道義 （日本ＪＣシニア・クラブ 高知ブロック担当世話人） 

 

 

 

（主な発言） 

 

＜しこく８「四国の海を潜る～知られざる ふしぎの世界～」 

（総合 ３月１８日(金)）について＞ 

 

○  ＮＨＫ潜水取材班が四国を巡る太平洋や瀬戸内海を１年にわたって撮影した番組

ということで、大変期待していた。しかし実際に見て、この番組は貴重な撮影映像だ

けで構成した方がよく、それ以外のスタジオパートは不要だと感じた。出演者の人選

も含めてバラエティーのようで、期待が大きかっただけに残念だった。冒頭、四国の

海の深さを模型で紹介していたが、それぞれの海の特徴や影響など詳しい説明がなく

物足りなかった。瀬戸内海のパートでは、島と島の間の小さな海峡「瀬戸」では潮の

流れが速くその速さは時速１８ｋｍにもなる、という紹介があった。どこの海と比較

して速いのかわからず、もどかしく感じた。愛媛県宇和海でのクロマグロの養殖につ

いて「未来を見つめた最先端の取り組み」と紹介していたが、具体的にどう最先端な

のか教えてほしかった。また「クロマグロはいけすの網に衝突すると死んでしまう」
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というコメントがあったが、それだけでは死ぬ原因がはっきりせず説明不足だと思

う。スタジオでは、愛媛県産・養殖クロマグロの解体ショーが実演された。天然に近

い味を伝えるなら、いけすから取ったその場でさばいて試食した方がよかったのでは

ないか。徳島県海陽町でトコブシ漁をする戎谷清宏さんが、船の上で手を合わせてい

るシーンでも、何に対して手を合わせていたのかわからず気になった。番組は、安部

みちこアナウンサーの「四国の豊かな海を守っていきたい」という言葉で唐突に締め

くくられた。紋切り型の突然の終わり方で違和感が残った。 

 

○  潜水取材班が１年をかけ撮影した映像で、海の豊かさや自然の力が十分に伝わる番

組だった。番組冒頭のマイルカの群れやニタリクジラの映像は、四国の海の多様性を

視聴者の印象に刻む効果的なものだった。続くスタジオパートでは、模型を使って太

平洋と瀬戸内海の深さの違いが説明された。太平洋側では岸近くから一気に深くなる

ことがよくわかり、津波への備えが必要なことも実感できた。また、紹介された高知

県柏島の海は南国のようで、アオウミガメやサンゴなどさまざまな色と形の生き物に

驚かされた。観光資源として地域おこしにもつながる貴重な遺産だと思う。シロボシ

テンジクというサメの産卵映像は、潜水カメラマン３人が６時間をかけ撮影したとい

う。卵が流されないよう「付着糸」で固定する珍しい生態もよくとらえていて、注意

深く根気強い取材に感心した。流れる音楽も映像とよく合っていた。一方、瀬戸内海

のパートでは、砂地の生き物の紹介がほとんどだった。岩場や激流に暮らす魚たちも

見せてほしかったと思う。番組後半、未来につながる取り組みとして、宇和海のクロ

マグロ養殖が取り上げられていた。四国で最先端の養殖が行われていることはうれし

く、ぜひ安定産業に成長してほしいと思う。 

 

○  美しく珍しい水中映像を見るだけでも、十分に価値のある番組だった。高知放送局

の西山健一カメラマンはスタジオで「四国の潜水取材班で１年で延べ 100 時間、200

本以上潜って撮影した」と話していた。繰り返し潜水に挑んだ本人の言葉には大変説

得力があった。ただ全体を通しては、メインテーマがわかりにくい番組だと感じた。

当初「海の中の貴重な映像」を軸に展開していたのが、中盤の愛媛県興居島のユニー

クなカワハギ漁のパートから「漁の紹介」へと趣旨が変わっていく。その後のクロマ

グロ養殖のパートでは、解体ショー実演でテーマがわかりづらくなり、養殖技術の紹

介では趣旨が「四国の海の恵み」という壮大なものになっていく。番組の最後、徳島

県海陽町の漁師・戎谷さんのパートは「故郷の海の恵みのありがたさ」「漁師の世代

交代」「海と共に生きる」というまた別のテーマになる。四国の海には 1,000 種類も

の生き物が暮らしているという。テーマをしぼってもっと多くの生き物を紹介してい

れば、番組タイトルの「知られざる ふしぎの世界」に合った内容になったのではな

いか。スタジオゲストについて、若い世代にも人気のタレント・吉澤ひとみさんの起
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用は、幅広い年齢層に見てもらうきっかけになったと思う。海洋ジャーナリストの永

田雅一さんもコメントが的確でよかった。瀬戸内海のパートで紹介された水中ロボッ

トカメラについては、利点や特徴などきちんと教えてほしかった。 

 

○  ダイビングをしない人でも四国の海の豊かさがわかる貴重な番組だった。シロボシ

テンジクが卵を産み付着糸で固定する様子を日本で初めて撮影できたことは、学術的

にも意義があり喜ばしいことだと思う。気になった点として、スタジオで海底の模型

を紹介する際、陸地の高さや海の深さの縮尺をテロップだけで示していたが、コメン

トでも触れるべきだったと思う。瀬戸内海のパートでは潮流の激しさについて「潮の

速さは最大で時速１０ノット」とコメントしていた。ノットは「１時間に１マイル進

む速さの単位」なので、「時速１０ノット」という表現は不適切だと思う。愛媛県の

養殖クロマグロについては、資源の枯渇が危惧される時代に完全養殖が実現できてお

り、将来に希望が持てる内容でよかったと思う。トコブシ漁のパートでは、漁師の戎

谷さんの「父親の背中を見ていたら、いつまでたっても追い越せない」という言葉が

印象的だった。戎谷さんが船上で何かに手を合わせているシーンがあったが、その先

に何があるのか気になったのでわかるようにしてほしかった。 

 

○  マイルカの群れとニタリクジラのダイナミックな泳ぎ、美しいサンゴ礁の映像から

番組がスタートし、南国の海かと思っていたら実際は四国の海で驚いた。潜水取材班

が１年をかけ撮影しただけあって、映像は非常に美しく内容も充実しており、特に高

知の柏島と室戸岬の海の様子は圧巻だった。国内初というシロボシテンジクの産卵シ

ーンには、視聴者もくぎづけになったと思う。西山カメラマンの撮影秘話も実に興味

深かった。音楽はシーンにピッタリで、選曲のセンスを感じた。スタジオパートも、

出演者が基本３人の構成はシンプルで人選も良かった。クロマグロ養殖のパートにつ

いて、この部分だけ自然のダイナミックさや自然と共に生きる人々の紹介ではなく、

地元産業の紹介になっていた。雄大な四国の海に迫る今回の番組にはそぐわないと感

じた。愛媛県が魚の養殖日本一であることは大変興味深く、また別の機会に取り上げ

てほしい。全体的には非常によい番組だったので、今後は四国の海のすばらしさを全

国にも発信していってほしい。 

 

○  動植物や自然を取り上げたＮＨＫの番組は、時間と手間と費用をかけ制作した、見

応えあるものが多いと常々思っている。今回も、１年をかけ取材された、タイトル通

り知らないことばかりの内容を、４３分という短い時間で存分に味わうことができ

た。スタジオで、太平洋と瀬戸内海の２月の水温を比較していたが、１０度も温度差

があるのに驚いた。高知の柏島の海が、まるで南国のようなことも納得できた。豊か

な海で生きる人の姿もしっかり描かれていた。特にウマヅラハギを捕る山内英雄さん
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の「趣味を通り越して道楽やけん」という言葉からは、自然と共に生きる豊かさやぜ

いたくさが伝わってきて心に残った。 

 

○  四国の海の魅力を存分に伝える潜水取材班の映像に、ワクワクしながら見入った。

徳島県海陽町のパートで地元ダイバーの亀井いずみさんは「ダイバーしか見ることが

できない海の中の世界」と語っていた。その通りの映像を心ゆくまで堪能できた。一

方、番組の構成は、さまざまな映像で四国の海の多様性を伝える前半と、漁業の工夫

や未来への挑戦を紹介する後半とに大きく分かれていた。特に後半は番組タイトルと

合っていないなど、違和感を持つ部分が多かった。クロマグロの養殖はテーマとずれ

ていると感じたし、解体ショーも必要だったのか疑問だった。四国の海のありのまま

を描くことに焦点をしぼる方がよかったのではないか。また西山カメラマンが登場し

た時、スタジオに置かれていた撮影機材の紹介がなかったのは、撮影時の装備や工夫

を知りたかっただけに残念だった。ゲストの吉澤さんと永田さんは適任だったと思

う。永田さんは番組終盤「伝統的な漁業によって里海が守られている」と話していた。

瀬戸内海の海底に生え多くの生き物と共生している植物・アマモを取り上げたシー

ンで、永田さんがアマモについて行っている調査の様子や現状も一緒に紹介すれば

「自然と漁業の共存」という課題がより明確になったと思う。太平洋と瀬戸内海の水

温の違いをスタジオで実際に体感したり、テロップの色をパートによって変えたりす

るなど、視聴者の理解を促す工夫には好感を持った。海底模型もわかりやすくてよか

ったが、模型のあちこちに記された瀬戸の名称の文字が小さくて読めなかったのは気

になった。 

 

○  １年にわたって撮影された映像がすばらしく、見応えのある番組だった。四国の

海底の地形や、太平洋と瀬戸内海の水温の違いを紹介する導入には強く興味を引か

れ、その分以後の展開に集中することができた。瀬戸内海の海底の様子を水中ロボ

ットカメラの映像で伝えていたのもわかりやすかった。未来につながる取組みとし

て、クロマグロの養殖や若い漁師の挑戦を取り上げたのは、意義深いと思うものの

「知られざる ふしぎの世界」という番組タイトルとのつながりが今ひとつはっき

りしなかった。クロマグロの解体ショーと試食も、全国放送の番組なら愛媛を発信

する効果が期待できるかもしれないが、テーマとのつながりが感じられず不自然に

感じた。 

 

○  いつも身近にある四国の海の、不思議の世界を取り上げた番組ということで非常

に興味深く、その魅力をたくさん知ることができた。迫力ある映像もとてもよかっ

た。スタジオで瀬戸内海と太平洋の地形や水温の違いを説明していたが、知らない

ことばかりだった。シロボシテンジクの産卵シーンは、カメラマンが６時間かけ撮
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影した国内初の映像だという。珍しい映像に見入ったし、カメラマンの苦労もよく

わかった。ナレーションの渡辺智美さんの声も番組によく合っていたと思う。四国

の海について、今後も番組で取り上げていってほしい。 

 

○  潜水取材班の１年にわたる取材で、四国をとり巻く海の不思議の数々を知ること

ができた。大変興味深く驚きと説得力のある内容だった。冒頭、太平洋と瀬戸内海

の特徴を海底の模型でわかりやすく伝えたのが、その後の展開を理解する基礎知識

となり効果的だった。シロボシテンジクの産卵は国内初の貴重な映像で、１カット

１カットが感動的で心に残るものだった。西山カメラマンは撮影後の実感として「こ

れで水から上がれると感じた」と語っていた。潜水カメラマンたちの苦労がよくわ

かったし、ひたむきな取材姿勢も伝わってきた。瀬戸内海は「命のゆりかご」と言

われているという。水中ロボットカメラの映像やユニークな伝統漁などの紹介を通

じて、多彩な命を育むその豊かさも実感することができた。一方でクロマグロの解

体ショーについては、どのようなねらいがあったのか理解に苦しんだ。トコブシ漁

のパートも、故郷の海で生きていこうとする戎谷さんの挑戦や海の豊かさは描かれ

ていたが、番組前半の心ひく海中映像の連続に比べ、「四国の海を潜る～知られざ

る ふしぎの世界～」というタイトルにはそぐわず違和感を持った。 

 

○  潜水班の丁寧な取材による迫力ある映像が盛りだくさんで、大変見応えがあっ

た。冒頭、大群のマイルカが跳ねるシーンは圧巻で、以後の展開への期待に胸が膨

らんだ。太平洋と瀬戸内海の違いについては、海底の模型を使って説明したり、水

温の違いをゲストに体感してもらうことで、とてもわかりやすく伝えていた。それ

ぞれの海の生き物への理解も、より深まったと思う。「黒潮」など専門用語の説明

を、コメントだけでなくテロップで示していたのも親切でよかった。国内初のシロ

ボシテンジクの産卵映像は、生命の神秘を伝える感動的なもので、母親の強さや知

恵は人間にも通じると思った。西山カメラマンをスタジオに招き撮影秘話を聞くこ

とができたのもよかった。ゲストの永田さんは豊富な知識を織り交ぜながらの解説

で、番組に深みを増してくれた。さまざまな漁やクロマグロの養殖、若い漁師の挑

戦といった次世代への取り組みが盛り込まれたことも、視聴者が四国の海に関心を

持つきっかけになったのではないか。ナレーションは柔らかい語りが好印象で、各

シーンに合わせた心躍る音楽も効果的だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

 去年４月から１年間、夕方６時台のニュース情報番組で、月１回を

めどに四国の海を紹介してきた。この番組はその時のＶＴＲを再構成

して制作した。これまで宇和海や瀬戸内海の特集番組はあったが、今
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回は四国の海全体をふかんすることで、海の違いや不思議をより深く

伝えられるのではないかと考えた。潮の速さを正しくコメントすべき

だったという指摘をいただいた。ノットという単位は普段あまり耳に

しない。「時速」をつけた方がよりわかりやすいと考えあのように表

現した。クロマグロの解体ショーには、スタジオでの撮影や試食を通

して、天然に近い肉質や味、大きさをしっかり伝えたいというねらい

があった。取り上げたテーマに一貫性がなかったという意見について、

「四国の海の豊かさを海と生きる人を通して伝えたい」「この海を人

が守りつくっていかなくてはいけない」という思いから、番組の後半

はあえて海で暮らす人に焦点を当てた構成にした。 

今回の番組は、四国の潜水カメラマン５人で分担して撮影を進めた。

私は徳島県海陽町を中心に取材したが、シロボシテンジクの産卵は、

魚を刺激しないよう注意しながら、３人交代で合計６時間の撮影で本

当に大変だった。戎谷さんが船上で手を合わせていたのは、先にある

小さな神社に漁に出る前安全を祈願していたものだ。それがわかる撮

影ができなかったことは反省したい。今回の企画に携わり改めて再認

識できた四国の海の魅力を、これからも伝えていきたいと思う。 

潜水取材班が 1 年をかけ撮影したＶＴＲ６０本程度を見て編集作業

を行った。四国の海の豊かさやダイナミックさ、そこで暮らす人々の

営みを通じて「四国の海はとても大切なもの」というメッセージを伝

えたかった。スタジオに置かれた潜水撮影の機材についてきちんと知

りたかったという意見があった。丁度この時スタジオでは、ゲストの

吉澤さん、永田さんの間でシロボシテンジクの話が盛り上がっていた。

そのトークの熱気をしっかり伝えたかったので、その分撮影機材の紹

介は割愛せざるを得なかった。番組のテーマが前半から後半にかけ変

わり一貫性がなかったという指摘をいただいた。海中の映像だけでな

く、海と共に生きる人の思いも大切にしたいと考えての構成だったが、

番組を通したテーマがわかりづらくなっていないか、今後は一層配慮

して制作に当たりたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ＮＨＫスペシャル シリーズ「新・映像の世紀」について、２１年前に放送された

「映像の世紀」同様、今回もテレビにかじりついて視聴した。２０年の時間を特に感

じたのは、インターネットによる世界の変容ぶりを取り上げた、３月２０日（日）の

「第６集 あなたのワンカットが世界を変える」だった。このシリーズの続編がある
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なら、コンピューターの創世記からＩＣＴの現代まで、コンピューターやインターネ

ットで世界がどれほど変化したのかを伝えれば、現代を描く大変見応えある番組にな

ると思う。 

 

○  ３月２０日（日）のＮＨＫスペシャル シリーズ「新・映像の世紀 第６集 あな

たのワンカットが世界を変える」を視聴した。インターネットで誰でも自由に映像配

信できる時代、映像は時に世界を引き裂き時に世界をつなぐ巨大なパワーを持つよう

になった。そのことの意味を視聴者に深く問いかけるすばらしい番組だったと思う。

音楽やナレーションも見事で、多くの人に見てほしい内容だった。メディアリテラシ

ーを磨くことの大切さも痛感させられた。メディアやインターネットから発信される

情報に対する見方や考え方が養われる番組を、今後もぜひ制作していってほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル シリーズ「新・映像の世紀」は、ＮＨＫならではの番組で感動

しながら視聴した。中でも３月２０日（日）の「第６集 あなたのワンカットが世界

を変える」は非常に大きな意味を持つ番組だったと思う。インターネットの出現で、

映像が良くも悪くも巨大な力を持つようになったことを思い知らされた。確かなメデ

ィアリテラシーを持つことがいかに大切か実感することもできた。政治的影響を受け

ず、社会や人々が必要とする情報を正確に伝えることは、視聴者がＮＨＫに最も期待

するところだと思う。これからもぜひ良質な番組を制作していってほしい。 

 

○  １月３０日（土）のブラタモリ「＃２９ 松山」を視聴した。今松山がある場所は

かつて人がほとんどいない広大な湿地帯だったことや、石手川の川底を洪水が起きな

いよう深くしていたことなど、実際住んでいても知らないことが多く大変興味深かっ

た。タモリさんたちが松山の名所・松山城天守のすぐ近くまで行っていながら結局天

守には行かず、当時の物流を考えるため海の玄関・三津浜を訪ねるというユニークな

構成も、ブラタモリならではだ。単なる観光案内ではない、普段スポットライトが当

たらない地域の歴史を掘り起こす試みとしても、高く評価したい。 

 

○  ブラタモリ」をいつも楽しみにしている。１月３０日（土）の「＃２９ 松山」、

２月６日（土）の「＃３０ 道後温泉」は地元ということもあり、特に興味深く視聴

した。この番組のタモリをはじめ、「たけしの“これがホントのニッポン芸能史”」の

ビートたけしや所ジョージ、「探検バクモン」の爆笑問題、「鶴瓶の家族に乾杯」の笑

福亭鶴瓶など、ＮＨＫは一流の芸人の「個性」「能力」「持ち味」を上手に活用して番

組を制作している。どれも非常におもしろく知的好奇心を刺激する内容で、こうした

番組には引き続き力を入れていってほしい。 
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○  ２月１９日（金）のしこく８ ビタきん！「ねんいち～秋・冬編～」は、四国の年

に一度の風景や伝統行事、味覚、イベントを紹介するプレミアムな番組で、四国の良

さを改めて知ることができ、とても感動した。四国を誇りに思える、見応えのある番

組だった。特に石鎚山にある、一千万年以上前にできたという「墓場尾根」と呼ばれ

る遺跡のような岩を撮影するため、カメラマンの三浦聖さんとスタッフがドローンで

撮影した映像は、あまりの絶景に言葉が出ないほどだった。香川県さぬき市の、180

ｋｇもある鏡餅を担いで歩く距離を競う行事では、６６歳の大浦年文さんが痛いひざ

をかばいながら進む様子や、若い人たちと励まし合う姿に勇気と感動をもらった。愛

媛県宇和島市で、伝統のシロウオ漁を亡くなった夫から受け継いだ松浦紀江さんが

「おらんならんとわからんことがいっぱいある」と話したのも印象に残った。地域の

人と支えあいたくさんの笑顔に囲まれた幸せそうな表情がすばらしかった。ぜひ春・

夏編も制作してほしい。 

 

○  ２月２４日（金）のクローズアップ現代「私の望む治療、受けられますか～広がる

“混合診療”の行方～」は、４月から始まる患者申出療養の可能性と課題に迫るタイ

ムリーな番組だった。胃がんと闘う轟哲也さんとその家族に密着したパートでは、新

制度で治療の選択肢が広がる一方、患者の責任が重くなり、費用も全額自己負担にな

って治療を簡単に選べない現実が指摘されていた。医療従事者側から見ても、臨床試

験の基準が厳しくなり、従来できた治療が制限されることで、患者が治療を受けられ

なくなるおそれがある。スタジオゲストの日本医療政策機構の宮田俊男さんは、わか

りやすく話すよう努めていたと思うが、話に専門用語が多く番組の進行も速くて、一

般の人は理解しづらかったのではないか。短い放送時間に多くの情報をうまく凝縮し

ていたとは思うが、この制度を取り巻く状況については、テロップなども上手に使っ

て丁寧に伝える番組を改めて放送してほしい。 

 

○  ３月４日（金）の晴れ、ときどきファーム！「夢をこの手に！憧れの里山暮らし」

を視聴した。今回はレギュラー出演者が、週末シェア生活を営む古民家近くに暮らす

３人の人々を訪ねる企画だった。エコなアイデアいっぱいの暮らしをしている人、里

山の一番の魅力は心を解放してくれることと話す人、隠れた地元食材の魅力を発信し

ていきたいと語る人を紹介していた。人それぞれの里山暮らしの楽しみ方や思いがよ

く伝わり、そうした生活に憧れる人はもちろん、既に実践している人にも多くのヒン

トとやる気を与えてくれる内容だった。 

 

○  東日本大震災から５年の節目の年、震災関連の番組が数多く放送されていた。津波

に流されかろうじて助かった人の証言などから、改めて多くの事実を知ることができ

た。３月１０日（木）の英雄たちの選択「大津波から村を守れ！～三陸海岸の村長の
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決断～」では、岩手県普代村の元村長・和村幸徳さんが４０年もの間、防潮堤や水門

による津波対策に尽力した結果、東日本大震災では犠牲者をゼロにできたことを紹介

していた。このパートで、行方不明者が１人いることを言及していなかったのは気に

なった。実は東日本大震災の津波が押し寄せた時、停電の影響で普代村の水門は完全

には閉じていなかったという。しかし、その水門と防潮林のおかげで津波の勢いが抑

えられ、村の中心部が守られたことが番組の説明でよくわかった。和村元村長が水門

を築くため土地の強制収用を進めたり、村の漁業と防災をセットで考えていたことな

ど、地域防災を考える上で大変示唆に富む内容だった。 

 

○  今年は東日本大震災から５年ということで、ＮＨＫや民放で多くの震災関連番組が

放送されていたが、同工異曲の内容が多かったと思う。その中で、３月１０日（木）

のＮＨＫスペシャル「風の電話～残された人々の声～」（総合 後 10:00～10:49）は

真に心に残る番組だった。岩手県大槌町に建つある電話ボックスには、地震や津波の

犠牲になった家族や友人を持つ人々が訪れ、線がつながっていない受話器を通して今

はいない相手に話しかけている。「あの時、助けられなくてごめん」と話す人がいた

が、そうすることで皆５年前のあの瞬間に戻ろうとしているのではないかと思い、深

い感銘を受けた。父親が行方不明のままの幸崎さん一家が電話に語りかける様子は特

に心に残り、娘の鈴さんがそれまで話せなかった父への思いを吐露する姿には、涙が

出る思いがした。 

 

○  ３月１３日（日）のＮＨＫ四国防災シンポジウム「あなたは自分の身を守れるか？

南海トラフ巨大地震に備える」（総合 後 1:50～2:42 四国ﾌﾞﾛｯｸ）を視聴した。４人

のパネリストがさまざまな事例や情報を一方的に話している印象を受け、「あなたは

自分の身を守れるか？」というタイトルにはそぐわない内容だと感じた。こうしたシ

ンポジウムを収録して放送することは非常に有意義だと思う。ただ、番組制作を前提

にシンポジウムを開いたのなら、もう少し演出に工夫がほしかった。４人のパネリス

トの発言時間や議題毎の討論時間に差があり過ぎると感じた。ＮＨＫの防災減災情報

発信について、「必要なことは何度でも繰り返して放送すべきだ」という発言があっ

たが、これにはまったく同感だ。ＮＨＫは、人々の防災意識を高め過去の教訓を次の

世代に伝える大事な役割を、しっかりと果たしていってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

 このシンポジウムは、番組制作を前提としたものではなかったが、

開催決定とほぼ同時に、収録して放送することを決めた。松山局がラ

ジオ第１で月曜日に放送している番組「四国おはようネットワーク」

のコーナー「防災ネットワーク」が、今年放送 200 回に達したことが、
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そもそもの開催のきっかけだ。東日本大震災から５年の節目の年でも

あり、番組コーナーに出演いただいた専門家にシンポジウム開催を呼

びかけパネリストをお願いした。放送内容と番組タイトルが合ってい

ないという意見をいただいた。「中山間地域の孤立」など災害の実態

に即したタイトルにもできたが、今回は視聴者一人ひとりが自分の身

に置き換えて考えてほしいという思いから、「あなたは自分の身を守

れるか」というタイトルにした。 

パネリストの発言や各パートの時間のバランスが取れていないとい

う指摘をいただいた。収録したシンポジウムを放送時間に合わせるた

め、編集で２０分ほど短くした影響もあると思う。 

 

○  ３月１９日（土）にシーズン１の放送が始まった「放送９０年大河ファンタジー 精

霊の守り人」には大いに期待していた。主演の綾瀬はるかさんは非常に演技力があり、

ストーリー展開もワクワクする壮大なドラマで「日本のドラマはやっぱりすごい」と

感心した。ただシーズン１はわずか４回で終わり、続くシーズン２は来年１月放送予

定だという。間隔が開きすぎだと思う。 

 

○  ４月８日（金）のカラヴァッジョ 光と闇のエクスタシー～ヤマザキマリと北村一

輝のイタリア～（総合 後 10:00～10:48）について、カラヴァッジョという画家の名

を耳にしたことはあったが、これほど破天荒な人生を送りながら、これほどすぐれた

作品を残していることを知らなかった。彼の絵の計算された劇的な空間が、番組の説

明でよくわかった。再現ドラマを交えて作家の足跡をたどる、ぐいぐいと引き込まれ

る構成もよかった。絵の「全面光」は調和、「光と闇」は対立を表す、という解説に

もうなずかされた。漫画家・ヤマザキマリさんのコメントには、特に説得力があった。 

 

○  「平成２８年熊本地震」の報道では、アナウンサーが「お年寄りに声をかけてくだ

さい」「子どもを抱きしめてください」「子どものいる家族が遠慮しているかもしれ

ないので心遣いをお願いします」など、画面を通して呼びかけていた。被害の状況を

伝えるだけでない、こうした言葉や心遣いは大変よいことだと思う。全国からさまざ

まな救援物資が被災地に集まっていると思うが、現地に何が足りないのかもしっかり

と伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

 東日本大震災の教訓で、災害時には強い口調で「逃げてください」

などの、直接的なさまざまな呼びかけを行うようにしている。特に生

命や財産に関わる瞬間には、行動を促す強い呼びかけを行う方針だ。 
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去年９月の栃木・茨城での記録的大雨の時は、洪水の現場に取り残

された人たちにアナウンサーが「自分のいるところを知らせてくださ

い」などさまざまな呼びかけを行った。呼びかけが当人に届かなくて

も救助につながる可能性もあり、今回の熊本地震でもそうしている。 

 

○  地震報道について、放送内容が地震一色になると、かえって精神的に不安定になる

視聴者もいると思う。番組編成を通常に戻すことも、被災者が日常生活を取り戻す大

きな力になると思う。少しでも早く現地にそうした放送が届くこと、放送を普通に視

聴できる環境が戻ることを願っている。 

 

ＮＨＫ松山放送局   

番組審議会事務局 
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