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１）費用対効果を論ずる前に 

 

 「報道とメディアを考える会」メンバーが、八女

市上陽町「おぼろ大橋」（メディアや民主党の表現に

よれば「誠橋」）を訪ねてから約１ヶ月半が経過した。

暫定税率は期限リミットを控え、白熱した議論のな

か、与党の論調は変化し、また道路特定財源問題の

議論は費用対効果（B/C）に言及されるようになって

きた。 

 「道路中期計画」（素案）の「選択と集中による効

果的な事業実施に向けた取り組み」では、 

(1)落石や土砂崩れ、地すべり、雪崩などの

おそれのある区間 

(2)公共施設や病院などを相互に結ぶ

生活幹線道路 

（「道路中期計画（素案）のポイント」国土交通省） 

を条件として挙げ、「対象を明確化」するとしている。 

 「報道とメディアを考える会」の現地取材は、当

初は、「“誠橋”と呼ばれているかどうか」を検証す

ることに主眼があった。 

 しかし結果として、費用対効果を論ずる以前の、

道路中期計画でいう「生活幹線道路」としての必要

性や、子どもの自然体験、農産物の供給など、都市

と農村の交流事業への夢などに耳を傾ける時間とな

った。 

 またこれらは、全国の中山間地の抱える問題点と

解決策、そして過疎や少子高齢化、食料自給率のほ

か、「地域間格差」など、我が国が現在抱える問題を

浮き彫りにするものだった。 
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２）菅直人氏の視察報道と取材経緯 

 

■世論誘導を目的とした朧大橋視察 

 道路特定財源・暫定税率について活発に論議され

ていた2008年１月26日（土）、民主党菅直人代表代

行が、自民党古賀誠氏の選挙区にある朧大橋(福岡県

八女市上陽町)を視察し、１月28日の衆議院予算委員

会で取り上げる（資料1）など、ＴＶ、新聞、Ｗｅｂ

ニュース等の媒体で、一斉に報道された。 

 例えば時事通信（時事ドットコム）では「八女市

は、道路族の有力者である自民党の古賀誠選対委員

長の選挙区で、朧大橋は地元では“誠橋”とも呼

ばれている。このため、菅氏は『道路族議員の力の

ある人のところには橋ができるが、いないといつま

で待ってもできない構造の表れだ』と批判した。」

と報道されている。 

 また「報道ステーション」(１月28日/テレビ朝日)

や「筑紫哲也のNEWS23」（１月 28 日/TBS）、「TV

タックル」（１月28日/テレビ朝日）などのニュー

ス番組でも菅氏の視察が大きく取り上げられ、「誠

橋（誠大橋）」は、税金の無駄遣いや道路利権を

印象づけるセンセーショナルなキーワードとし

て視聴者の印象に残ることになった。 

 以後、新聞社の記事やニュースサイト、その他個

人の政治に関心の高い人のブログなどでも、「地元

では誠橋と呼ばれている」と、あたかも規制事実

であるかのように記載されるようになり、道路特定

財源・暫定税率問題についての世論形成のうえでの

ターニングポイントとなったと考えられる。 

 

 

 ＊菅直人氏の朧大橋視察報道で、唯一、牛嶋元町長のイ

ンタビューに時間を割いたのが「報道特集」（2 月 17 日

/TBS）だった。番組では、菅直人氏に食い下がる元町長に

対し、菅氏がうすら笑いを浮かべながら斬り捨てる姿も放

映された。 

 

■現地取材を決行 

 「報道とメディアを考える会」では、ニュース番

組報道をメディアリテラシーの観点から検討・検証

するなかで、この「誠橋」という呼称に興味をもっ

た。インターネット検索したところ、視察以降のニ

ュースやブログでは多発していたが、それ以前のも

のには見つからなかったからだ。私たちは「座して

はことを検証できない」と考え、2 月 15 日（金）、

16日（土）の両日、現地取材を決行するに至った。 

 その映像記録は、画像投稿サイト「You Tube」上

に掲載したほか、ブログ「ココログ」との連動で、

掲載から１ヶ月で述べ 3000 アクセスに迫る勢いと

なっている（資料2~3）。 
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３）上陽町と朧大橋建設の背景 

 

■限界集落を抱える山間（やまあい）の町 

 

 朧大橋のある八女市上陽町は、福岡県の南部に位

置し、久留米市・田主丸町・広川町・八女市・黒木

町・星野村に接する山間（やまあい）の町だ（資料

４）。 

 町を取り囲むように耳納（みのう）山系、赤藪山

系、高峰山系がそびえ、耳納山系の標高 80~400ｍ

の南斜面に、32の集落が散在している。総面積59.32

平方㎞、人口3867 名（高齢化率31.2％）のうち、

全人口の40％が山間集落に暮らし、その多くは八女

茶やしいたけなどを栽培する高齢者の農家である。 

 

 

 インタビューした元上陽町職員は、この中山間地

の集落を「限界集落」（過疎化などで人口の50%以上

が65歳以上の高齢者の集落のこと）と言い、「長年

にわたり国の支援による過疎対策を行ってきたもの

の、人口減に歯止めがかからないため、“交流人口”

の拡大を企図し、地域の活力を育みながら今後を模

索する方策をとった」と語っている（資料5参照）。 

 実際、上陽町全体で 2000 年の住民基本台帳で

4,415人だった人口は、3,867人（「統計でみる市区

町村のすがた2007」）と、7年間で548人、12.5％も

減少している。また医療面でみると、上陽町内に４

つの診療所に医師が4名いるが、上陽町中心部の北

川内地区に集中しており、そのうちの１軒は歯科医

院。病床数はゼロとなっている（資料6参照）。 

 

 こうした背景のなか、町では、医療の格差（救

急搬送路の確保）、教育機会の格差（高校・大学

への通学路の確保）、雇用の格差（通勤路の確保）

など、「格差の是正」と「交流人口拡大」を目指して、

久留米市側との道路整備計画を推し進めた。 

 また「交流（事業）」には、子どものための体験施

設や観光のほかに、牛嶋元町長が「こうした山間の

一反二反の畑は要らないのか」と言っているように、

上陽町の農産物の消費地として 30 万都市の久留米

を想定し、そのための産業道路としての目論みもあ

った。 

 都市との交流人口拡大のための住民による支援態

勢（イベントなど）も整い、官民一体となった地域

おこしのシンボルが「おぼろ大橋」（平成14年3

月31日竣工）なのである。 
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 おぼろ大橋のたもとにある交流施設「ふるさとわ

らべ館」の館長・原口昌弘さんのお話では、「ふるさ

とわらべ館」は平成14年４月のオープン当初の１年

間で約 6~7 万人の来場があったそうだ。交通アク

セスがわるいため、現在では年間３万人程度とな

っているが、それでも県内をはじめ、近県からのリ

ピーター家族が定着してきた。私たちの取材の直前

に行われた厳寒の２月のイベント「田舎豆腐づくり

体験」でも48名の参加があったそうだ。 

 人口約 4000 人の地域にこれだけの人が訪れるよ

うになったのは、おぼろ大橋建設と、周辺整備のた

まものだろう。 

＊「ふるさとわらべ館」は国交省「地域間交流支援事業」

を導入（270,195千円）して建設。 

 

●合併をめぐる計画の頓挫 

 おぼろ大橋周辺の道路計画の詳細については未入

手であるため、詳細や経緯については判然としない

が、近年の公共工事縮小の気運のなかで、筑後地区

全体の計画も頓挫している。おぼろ大橋の通行量は

当初の計画では2000台、現在は約200台といわれる

のは、この計画の頓挫に因るもののだ。 

 なかでも「おぼろ大橋」にとって致命的であった

のは平成の大合併をめぐる迷走だったようだ。地域

の実情を伝達していると考えられる「西日本新聞」

で調べてみた（資料7）。 

 端的にいえば、上陽町には、中核都市を目指す「久

留米広域」（２市６町＝久留米市、八女市、田主丸町、

北野町、城島町、三潴町、上陽町及び広川町）との

合併計画と、「八女市・筑後市・八女郡（旧八女郡）」

合併とふたつの道があった。02年12 月7日、住民

アンケートの結果から、上陽町は、久留米広域への

参加を表明。広川町も同様だった。 

 しかし同11日、八女市が、久留米広域合併から離

脱したことにより、上陽町・広川町は、事務的な結

びつきの大きい「八女市・筑後市・八女郡」（旧八女

郡）任意合併協議会への参加を求められる。両町と

もに「久留米広域」への参加は保留した。 

 03年02月25日、上陽町牛嶋町長は、町議会に久

留米広域合併協議会（１市４町村）へ参加する議案

を町議会に提出したところ、５対６の賛成少数で否

決された。久留米との合併を断念したことは、おど

ろきをもって迎えられ、とくに中核都市を目指す久

留米市では大きな衝撃だった。そして上陽町は厳し

い財政状況から、05年7月八女市への合併を申し入

れ、06年10月1日、上陽町は八女市に吸収合併さ

れたという経緯がある（その他の八女郡４町村につ

いては、上陽町との合併が優先され、２段階合併の

視野のもと現在の協議が続けられている）。 

 

 おぼろ大橋は、久留米側の道路整備がなければ、

格差の是正も交流という役割を果たせないままでい

る。言い換えれば、この点が、民主党のいう「無

駄」の標的になってしまったといえる。 
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４）地元では「誠橋」と呼ぶ人はい

ない 

 

■朧大橋のある上陽町では 

 

 上陽町では、おぼろ夢茶屋 久間一正さん（元上

陽町町議＝合併後は八女市議で、お茶農家。朧大橋

のたもとで地域交流の拠点として、ギャラリー＆自

家製奥八女茶などを販売するスペースと宿泊施設を

含む交流拠点をつくっている）、朧大橋建設当時の上

陽町職員（現・八女市市役所職員）、上陽町 元町長 

牛嶋剛さんにお話を伺うことができた（映像レポー

ト参照）。 

 このほか、朧大橋を通行中の町民のほか、下横山

地区の食料品・雑貨店のおばあちゃん、配達に来た

上陽町中心部の豆腐店店主、宅配便のドライバー、

朧大橋近くの子どもの体験学習のための交流施設

「ふるさとわらべ館」館長など合計約10名にインタ

ビューを行った。 

 その結果、」地元上陽町では「誠橋」と呼ばれ

ている事実はないことが判った。その他我々は、

滞在した八女市内のホテルの従業員や、飲食店、コ

ンビニなどでも、「誠大橋と呼んでいるか」の問いを

発したが同様の回答であった。 

 このほか、おぼろ大橋現地で取材したところ、通

行者は、平日の夕方だったこともあるのか、山仕事

（林業）に出かける老人、買い物に出かける主婦、

宅配便、山間の集落に配達する豆腐店などであった。 

 少数の通行量とはいえ、いずれも生活に密着した

必要不可欠な通行といえるだろう。 

■古賀誠氏の選挙区外では…… 

 ただし、久間さんの言っていた「外からみて中身

がわかっていない人（他の地域の人）は、そう呼ぶ

人もいるかもしれん」の言葉には留意する必要があ

る。 

 久留米市で立ち寄った久留米絣店の店主は雑談の

なかで、「『誠橋』は、談合で出来たんでしょ。入札

と言ったって、下請けや孫請けに出すし。（古賀誠氏

への）上納金（献金）は５％と聞いてますよ~」と

言っていた。 

 佐賀県でどう呼ばれているかは不明だが、菅直人

氏の自信をもった発言ぶりから、少なくとも朧大橋

の視察を図った「民主党佐賀県連」では、その名を

冠されていたことが予想される。近隣他地域の古賀

代議士をよく思わない人たちの間で、そういった呼

び方が浸透していたのではないか。 

 

■ネタもとは「愛と誠橋」 

 さらにこの呼び方の発生については、牛嶋元町長

から「４~５年前に週刊誌の古賀代議士批判記事の

なかで、そう書かれたことが発端ではないか」と聞

いたので、文献を探ったところ、『週刊現代』

2002.11.23号「これが福岡古賀誠王国だ」のなかに、

「建設費 79 億円の『愛と誠橋』」と記述されてい

たことが判った（資料9）。 

 どうやら、週刊誌のつけたキャッチフレーズ「愛

と誠橋」が発祥の元だったようだ。 

 

■「地元」をどう定義するか 

 ただし、菅直人氏の視察に応じて「誠橋」と呼ん

だ人たちを「地元」と決めてよいかどうかは、判断

の分かれるところだ。 

 デジタル大辞林によれば、「地元」とは 

１ そのことに直接関係ある土地。「̶の意見

を聞く」 

２ その人が居住している土地。また、その人

の勢力範囲である土地。「̶の候補者」 

 視聴者の一般的な感覚では、「地元」とは、上陽

町、もしくは八女市・八女郡を指すだろう。また、

拡大解釈したとしても、古賀誠代議士の選挙区（福

岡県第７区＝大牟田市◇柳川市◇八女市◇筑後市◇

八女郡黒木町，上陽町，立花町，広川町，矢部村，

星野村◇山門郡瀬高町，大和町，三橋町，山川町◇
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三池郡高田町）を指すのではないか。 

 民主党佐賀県連の推薦のままに、「『地元』では『誠

橋』と呼ばれている」と断定してしまう菅直人氏及

び民主党体制には、その影響力の大きさも含めて、

問題があるといわざるをえない。また裏付けをと

らずに記事や番組を制作した約 20 人といわれる大

手マスコミの同行取材記者、そして発信したメディ

アの側にも、その公共的な役割から大きな問題があ

るのではないか。 

 このほか、代議士名との連想で「地元」という

言葉が、メディア受信者にどう受け取られるかを十

二分に熟知しているはずの政治部記者が、「あえて」

使用した可能性まで詮索されるのだ。 
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５）「行き止まり」も事実無根 

 

■確認もしない「視察」の実態 

 さらにもう一つ、菅直人視察（と同行マスコミ）

には、事実誤認があった。菅直人氏が衆議院予算委

員会で発言した「私も、一昨日、夕方に行って一時

間前後見ましたが、取材とかの車を除くと本当に数

台ですね。しかも、数キロ先はこうやって全面通

行禁止ですからね。」という発言と、これに基づく

新聞・TVの「行き止まり」報道だ。 

 菅直人氏に食い下がる牛嶋元町長の映像も報道し

た「報道特集」（2 月 17 日/TBS）でも、「行き止ま

り」は図解入りで報道された。 

 

 しかし「報道とメディアを考える会」では、取材

を通して「久留米市との交流計画」や「久留米市と

の合併計画があった」「橋は計画の一部で、道路計画

はまだ途中」という朧大橋建設の背景を聞いていた

ので疑問をもった。 

 朧大橋の久留米側の橋詰めには、たしかに全面通

行止の標識があるが、これは２車線のうちの１車線

のみ。同地点からの分岐は、上陽町中心部へ続く道

もある。また標識の地点から、茶畑のなかに橋梁工

事中の光景が見えた。 

 

 「行き止まり」と虚偽の報道をされたことが、視

聴者には税金の無駄遣いをいっそう印象づける

結果となったと思われるのだ。 

 

■旧道を通って 30 万都市久留米へ 

 取材中、「久留米までは旧道が通っている」と聞い

ていたので、通行止めではない車線を通過して、

朧大橋から久留米市まで、旧道を実際に走ってみた

（取材映像参照）。 

 おぼろ大橋から久留米へ辿る道程には、上陽町の

もう一つの橋「耳納大橋」がある。耳納連山の西端、

標高約500mの県道北河内･草野線と県道湯の原・合

川線を結ぶ橋で、橋のたもとの説明書きには、「上陽

町と久留米市との交流ふれあいを促進する目的のた

め架設された橋梁」と紹介されている。 

 しかし、その後は、車がすれ違えないほどの狭隘

（きょうあい）道路で、取材班がたまたま前方から

の車とすれ違うことができたのは、集落のなかで民

家の駐車場に幅寄せしたからであって、山間部であ

れば、何キロもバックせざるをえなかったはずだ。 
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 山間をうねるように走る狭隘道路であるが故に、

現在、上陽町・久留米市の住民たちは旧道を使うこ

とがほとんどなく、一たん、八女市街地などを経由

して久留米市へと約１時間~１時間半をかけて向か

っている。そのため、現時点では、朧大橋の通行量

も少ない、という訳だ。 

 

■狭隘道路と政治家＆記者資質 

 現地取材行程で、実感したのは、この久留米市へ

の旧道をはじめ、上陽町中心部から朧大橋のある地

区までの山あいを走る険しい道のりだった。 

 

 実際、レポーターの谷山雄二朗は、車酔いをし、

一時移動と取材を中断した。怪我をした子どもや病

気を発症した老人を乗せた救急車も同じ道を走るの

かと想像しただけで、この地域の救急医療の困窮具

合が理解できようというものだ。 

 ＴＶ報道の映像から、菅直人氏はマイクロバスに

番記者とともに同乗して朧大橋にたどり着いたと想

像される。ヘリで到着したのでなければ、私たちが

通ったいずれかの道を辿ったはずだ。その道程を知

る者として、現地を視察した政治家としての、そし

て記者としての資質を疑わざるをえなかった。 

 個人のブログなどでは、医療の格差の解決であれ

ば「ドクターヘリがあればよい」という意見も多い。

しかし、仕事に通えること、高校・大学に通えるこ

と、そして都市と農村との交流を考えれば、道路が

必要という地元の意見にも耳を傾けるべきではなか

ったのだろうか。 

 

■都市圏では報道されない地元の声 

 ところで、インタビュー映像にも随所に表現され

ているように、上陽町は2006年10月1日に八女市

に吸収合併したことを契機に、おぼろ大橋の活用及

び久留米市側との交流についても急速に熱意を失っ

ていった。菅直人氏の視察報道では、こうした地域

の事情など、背景への調査や言及がなかったことも

問題視されるべきで、その意味では、「報道特集」の

みが、牛嶋元町長の言い分を表現したテレビ局だっ

たといえる。 

 しかし地元で配布されている新聞を辿ってみると、

「道路財源バトル熱く/菅代行『車走ってないね』/

福岡の前町長『八女の橋は必要』」（朝日新聞/西

部本社版/１月27日）、「古賀氏「ガソリン国会」場

外戦/民主/『誠橋バトル』点火」「菅氏視察『権力の

象徴』/旧上陽町長『国が勧めた』」（西日本新聞

/1 月 27 日）、「特定財源論争火だね 『誠橋』広が

る波紋/菅氏「無駄」・地元八女反発」（２月３日/

読売新聞社西部朝刊）など、牛嶋元町長や地元の事

情について「見出し」で言及されていた。 

 新聞社は複数本社体制をとっており、支局などの

ニュースも本社ごと、刷りごとに整理部で編集され

る。首都圏や関西圏など都市部の記事では割愛され

ていたことがわかる。 

 また牛嶋元町長について取り上げられたとしても

「土下座してでも国のお金を使わせてもらう覚悟だ

った」（朝日新聞西部版）、「待ち構えていた」（福岡

県民新聞）など、揶揄的な表現が主流であったこと

も申し添えておきたい。 

 もとよりメディアにはその発祥からして「権力監

視の役割」があり、「大衆」の旗印のもと、野党側の

立場に立った目線で取材・編集した方が、インパク

トが大きく視聴率や発行部数に寄与できるのだろう。

しかし、こうした地域別の記事編集の仕方のなかに

も、野党の戦略とメディアの「地方斬り捨て」の姿

勢が読み取れるのだ。 

 マスメディア報道の公共性の高さを鑑みるとき、

また今回の道路特定財源問題など、世論や有権者の

投票行動に大きな影響力をもつことを考えるとき、

欺瞞報道はもちろん、こうした編集姿勢にも問題が

あると考える。 
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6）誠橋報道はヤラセか？ 

 

■民主党の意図のままに報道 

 菅直人氏の朧大橋視察の背景について、読売新聞

（2008.02.03 西部朝刊）では、下記のように報じ

ている。 

「民主党がこの橋に着目したのは、昨年１０月の全

国幹事長会議がきっかけだった。『道路財源の無駄遣

いの事例があれば教えてほしい』との党本部の呼び

かけに、隣の佐賀県連から朧大橋の例が伝えられた。

有力道路族の古賀氏のおひざ元でもあり、国会論戦

がヤマ場を迎えた１月２６日の視察が決まった。」 

 また、私たちのインタビューでも、橋のたもと近

くの「おぼろ夢茶屋」経営の久間一正さんは「町外

の人を連れてきて、サクラの感じでインタビューし

たようだ」「（視察というより）攻撃の材料を揃えに

来た感じだった」と話した。私たちには真偽を検証

力はないが、私財を投じて交流拠点をつくっている

元町議の誠実な横顔が物語っていると思う。 

 

 

 

 

■欺瞞報道によるイメージの増幅 

 地元上陽町では「誠橋」と呼ばれていない事実。

「行き止まり」でない事実。 

 少なくとも、民主党佐賀県連のサジェッションの

もとに、菅直人氏視察があり、また同行記者をはじ

めとするメディアの人たちも、裏付けや周辺取材

などを行うことなく、報道がなされてしまった

ということだろう。 

 「“誠橋”報道」のその後の影響力の大きさを考え

ると、あまりに杜撰で、メディアの受け手＝有権者

にとって、不利益を被る情報であったといえるだ

ろう。 

 二大政党制や政権交代が取り沙汰されるなかで、

マスメディアの公共性はいっそう増大している一方、

マスメディアの報道には中立性や正確性、過剰性の

点で問題が多発しているといわざるをない。 

 メディアの検証は、時間と労力を要する作業で、

思うようにすすまない歯がゆさもある。実際我々の

上陽町現地取材も十二分に住民の声を聞いたとは言

えないし、おぼろ大橋建設時点等、県の道路計画等

を入手するに至っていない。しかし「報道とメディ

アを考える会」では、今後も解明するべき問題が多々

あると考えている。 

 例えば、今回の朧大橋視察時の、「道路族議員の力

のある人のところには橋ができるが、いないといつ

まで待ってもできない構造の表れだ」という菅直人

氏発言については検証されていない。朧大橋に続く

道路特定財源をめぐる報道のなかで、「道路利権」へ

の嫌悪は増幅され、税制問題はもとより、道路や公

共工事への批判は増大してきてしまった。 

 しかし実際には、民主党鳩山由紀夫幹事長の地元

（選挙区）、北海道室蘭市には、総事業費 1153 億

円、維持管理費 51 億円（平成 15 年度）、関東以

北では最大の「白鳥大橋」（98年開通/通行料無料）

があるそうだ（ブログへの投稿より/資料10参照）。 

 

 

 私たち「報道とメディアを考える会」では、こう

した偏った見識や報道による「欺瞞」を解明し、国

民が報道による情報を読み解く力に資する情報を提

供してゆきたいと考えている。 

 


