
あきる野「いのちの山河」上映会 アンケート・感想 2009.10.17

NO 区分 性別 年齢 居住地 来場動機 鑑賞評価 感想・意見

1 昼 男性 10 あきる野市 母 とても良かった とてもかんどうした。

2 昼 女性 27 あきる野市 知人 とても良かった
どうしても政治的なことは『よくなればいいのにな』と、誰かがやってくれる
的な気持ちになってしまいがち。自分達で取組む姿勢の大切さを、改め
て学んだ。

3 昼 女性 32 あきる野市 知人 とても良かった
ドキュメンタリー風で描かれていましたが、俳優さん達の熱演でみんなで
作り上げたいという思いがヒシヒシと伝わってきて、引き込まれました。２
時間がアッという間でした。とても充実して見れました。

4 昼 男性 48 あきる野市 新聞折込 とても良かった

5 昼 女性 49 あきる野市 知人 とても良かった

憲法の精神を正しく導いていった深澤村長の姿勢に感動しました。今より
少し前の時代に、こんな戦いがあったこと、忘れていた生きることへの運
動の大切さを、改めて思いおこしました。『自分達の手で』というところも、
私たちも見習いたいと思います。動き出せば変えていけるかも・・。

6 昼 女性 49 日の出町 知人 とても良かった

岩手県の両親と観に来ました。父の母は岩手県の東磐井郡藤沢町で２０
００人をとりあげたお産婆さんでした。また、父の叔父は東磐井郡秋内の
町医者でした。私が生まれた頃の話でしたので、まさに　その時代を生き
た身内の身近な話だった気がしています。命あっての時代　貧しいからこ
そ命をそして憲法を　暮らしを大切にしていたのだと思います。今とは違
います。今は自分で自分を守っていかなければいけない時代なのかもし
れません。よい映画でした。ありがとうございました。

7 昼 女性 55 青梅市 西多摩母親 とても良かった 大変感激しました。続編も期待したい。

8 昼 女性 55 八王子市 知人 とても良かった リーダーが大切と本当に思いましたネ。

9 昼 女性 55 あきる野市 知人 ―

命あってのものだねでなければいけない。の深澤村長のことばが、全て
の『生きる者』の原点だと思います。この原点で政治が行われることを、
政権交代した今、心から願っています。政治家はもちろん、全ての人たち
に観てもらいたい映画だと思いました。

10 昼 女性 56 日の出町 知人 とても良かった
自治について考えさせられた。憲法を守るということ、自分たちも参加し、
うばい取る　闘うことも必要だと思った。たくさんの方にみてほしい。学校
などでも上映し欲しい。

11 昼 女性 56 福生市 友達 ―
医療の事、雪が大変だった事、最初に実行する人は、いかに大変な事だ
と思います。

12 昼 女性 56 国立市 知人 とても良かった
とても励まされました。みんなに見てもらえるように声をかけようと思いま
した。

13 昼 女性 57 羽村市 知人 とても良かった
生命の大切さを伝えるとても感動的な映画でした。忘れてはならない平
等の意味をあらためて考えさせられました。

14 昼 女性 57 立川市 知人 とても良かった

本当に感動し涙が出ました。満席にも驚きました。本当に原点に戻った
感じです。今もお金がなく病院にかかれない人がいます。今の世の中に
も通じること。憲法の大切さ、憲法を生かすことことの大切さをあらためて
感じたと。

15 昼 女性 57 あきる野市 市の広報 とても良かった

今の日本の政治家にこれだけの信念を持った、持ちえ人を送り出すこと
のできないむなしさが残ります。一人の力は微力でありとも、行動があっ
てはじめて大きな力となり、不可能も可能にできる。有権者の意識改革に
尽きます。

16 昼 女性 58 福生市 知人 良かった
深沢村長さんの沢内村の話は本で知っていましたが、今回の映画であち
こち思い出して懐かしくおもいまし憲法25条　生存権　命をつないでいくた
めに大切にしなければと思っています。

17 昼 男性 58 あきる野市 知人 とても良かった

沢内村については以前から知っていましたが　映画をみて、村長の村民
の命を守る姿勢に感動しました。現在の日本の政治にかけている国民の
命を守る政治。これをまさに一つの村が実行したことに感動しました。次
回も良い作品を期待します。

18 昼 女性 59 昭島市 知人 とても良かった

19 昼 女性 59 あきる野市 チラシ とても良かった
一人の力がみんなの力となった時、何かが変わる、何かを変えることが
できる大きな希望と力を頂きました。本当にありがとうございました

20 昼 女性 59 昭島市  沢内の実家 とても良かった
いい映画を作成して下さってありがとうございました。都内に暮らす沢内
の元村民として誇りに思います。私講談を師匠（神田紅）についてやって
おりますが、是非講談にしたいと思いました。

21 昼 女性 60 福生市 新聞折込 とても良かった

22 昼 女性 60 日の出町 知人 とても良かった
経済優先と考えがちですが、生命あっての物と強く感じました。現在社会
もそうであるべきが　なかなかが現実す。常に憲法25条が守られる社会
であって欲しいと思います。

23 昼 女性 60 八王子市 知人 とても良かった
驚きもした。Ｓ30年代に予防医療・高齢者医療無料化行った村があると
いう事を、医療福祉従事者として自分が会議に出席しているかの錯覚す
る位　入り込みました。

24 昼 女性 60 羽村市 新聞折込 とても良かった
25条の事よく判りました。50年前に、こんな事が出来たんだとびっくり。現
在だったらもっとすごいことができるの？

25 昼 男性 61 あきる野市 知人 とても良かった
エンターティメントな部分もあり楽しく見ることができまた。次回作も期待し
ます。
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26 昼 男性 61 日高市 知人 とても良かった

1960年代に沢内村のすばらしい実践を聞いていました。今回の映画で2
命に格差があってはならない”を信念に持った深沢村長の人となりを大
変感動を持って見させてもらいました。真の政治家とはかくあらねばと思
いました

27 昼 女性 62 あきる野市 知人 良かった
現在村造りで頑張っている所。長野県の南部の村をとりあげてほしいで
す。

28 昼 女性 62 国分寺市 知人 とても良かった
沢内村のことは知っていましたが、この映画をみて・・・岩手の貧困の村を
たちなおらせたようすが　よく出ていました。30年代の貧困のようす　涙な
しには・・・みんなにみてほしい映画です。

29 昼 男性 63 羽村市 新聞折込 とても良かった
とてもすばらしい映画を観せていただきありがとうございました。この感動
を大切にしてこれからの生活に生かしたいと思います。実行委員のみな
さんに感謝します。

30 昼 女性 65 あきる野市 チラシ ― 良かったです。

31 昼 女性 65 昭島市 知人 とても良かった

32 昼 女性 65 日の出町 知人 とても良かった
理想といえば理想ですが、ほんとうにやればやれるのですよね。公立の
方々、政府の方々に見てほしいです。

33 昼 女性 66 青梅市 新婦人 ―
本当に感動しました。この道が　今の道への先がけとなることを切に祈り
ます。

34 昼 男性 66 福生市 チラシ とても良かった 第Ⅲ部も作って下さい。

35 昼 男性 66 東大和市 チラシ とても良かった

≪日本の青空≫も見たが、パートⅡはそれより感動深く見ました。じわじ
わと心に訴えてきます。今全国に共通する課題だと思いました。是非　東
大和でも上映会をもちたいと痛感したところです。日本で初めての公開に
参加できて光栄です。

36 昼 女性 67 あきる野市 知人 とても良かった 感激で胸がいっぱいでした。

37 昼 女性 67 あきる野市 知人 とても良かった
自分の幼少の頃を思い出して　なつかしさと　せつなさをしみじみ感じまし
た。命の尊さを感じました。

38 昼 男性 67 あきる野市 チラシ とても良かった

39 昼 男性 67 あきる野市 ポスター ― 大変良かった。良き時代、家族、地域の絆を感じた。

40 昼 女性 68 あきる野市 知人 とても良かった

41 昼 女性 68 福生市 新聞折込 とても良かった 時間を守る方法は？音質が？

42 昼 男性 68 青梅市 知人 とても良かった

43 昼 女性 69 八王子市 知人 とても良かった

44 昼 男性 70 あきる野市 九条の会 ―
第１作、第2作ともに感動した。第3作はハンセン病を扱った作品を期待し
たい。

45 昼 女性 72 立川市 知人 とても良かった 友達に感謝。この映画に出会えたこと。只々深い感動です。

46 昼 女性 72 立川市 バラ園で とても良かった

立川たけのこ班8名で観せていただきました。憲法25条　福祉・人間の尊
厳を考えさせられました。政治が変わったと云われていますが、日本中
が本当に人間尊重の政治が求められている今こそ　みんなで団結してい
きたいとい、この映画にはげまされました。

47 昼 女性 73 あきる野市 チラシ 良かった

48 昼 女性 73 青梅市 知人 とても良かった

満席で何か熱気を感じます。政権交代は遅かったのでしばらくは、ひっ
ちゃかめっちゃかになるだろうけど時間をかけないとならないことが多い。
ひどい医療内容も改善されることを新政権に期待する。そんな思いがあ
ることを今日は実感できた。何かが変わりつつある!! （開始前に書きまし
た）

49 昼 女性 75 あきる野市 チラシ とても良かった 力を合わせれば　どんな事も出来る力を頂きました。

50 昼 男性 75 あきる野市 チラシ 良かった
現代における多種多様な福祉の問題を考えるとき憲法25条の精神をもっ
と広く深く国民に周知させる必要性を痛感した。

51 昼 男性 75 あきる野市 ― とても良かった
国民の生活・健康を守るのは国の責任・・・。国はあとからついてくる、と
いう言葉に感激しました。とても良い映画。本邦初めての一般公開にめぐ
りあわせたのもよかった。

52 昼 男性 75 あきる野市 知人 とても良かった ＧＯＯＤ

53 昼 女性 76 あきる野市 ― ―
今日は本当に有りがとで御座居ました。私も昭和30年に五日市から出て
9年前にかえってきました。おもいでになりました。

54 昼 女性 76 あきる野市 新婦人 とても良かった
余り泣かせないでください。・・・手が震えて書けません。日本の為政者。
一人残らず観て下さい。観るべきです。御役の方々のご苦労に唯感謝で
す。ありがとうございました。

55 昼 男性 76 府中市 知人 とても良かった

大きな勇気をもらいました。私はつい最近まで、介護の事業所の運営に
携わりながら、後期高齢者医療制度の廃止を求めて地域の人々、団体と
ともに学習会、宣伝、自治体交渉などを行ってきました。民主党中心の政
権に変わりましたが、新しい制度がつくられるまでは、現状のままという
動きもあり、2～3年も廃止が先延ばしされかねません。まず廃止し、老人
保健法に戻した上で、新しい制度の検討をすべきと思っています。命の
差別を許さない運動を進める決意です。

56 昼 女性 77 あきる野市 チラシ とても良かった 25条を全ての人にこの映画を通して知らせてほしいと願いました。
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57 昼 男性 77 あきる野市 知人 とても良かった 人権尊重の強い意志に感動。『あきらめてはならない』と訓されました。

58 昼 男性 79 あきる野市 チラシ 良かった

59 昼 女性 80 あきる野市 戸沢氏 とても良かった

前回≪日本の青空≫を見ました。大澤先生の作品は二度目です。すば
らしい映画だ。私は岩手のとなりの山の里で生まれ、雪と東北弁で暮らし
た。あの景色、私のふるさととそっくりでなつかしさでいっぱい。今から44
年前にあんなりっぱな　現代に通ずる大先生いた事に大かんげき。泣け
て来た。

60 昼 男性 80
武蔵村山

市
知人 ―

満員の御盛況おめでとうございます。スタッフの皆様にもお礼を申し上げ
ます。2時間余、全部感動の連続でした。確か沢内村は昭和初期・世界
大恐慌のとき、あの村役場に『人身売買相談所』の看板がかかった貧し
い村だったと思います。憲法25条の精神を、村民団結して日本一の村に
しました。生命を守るために生命をかける。村長さんの発言そのも
の・・・。ありがとうございました。

61 昼 男性 80 あきる野市 その他 とても良かった

62 昼 男性 80
武蔵村山

市
知人 とても良かった

久しぶりにいい映画を鑑賞しました。主人公のひたむきな生き方に感動し
ました。吹雪の中村民総出の亡き村長のひつぎを出迎えるシーンには涙
が止まりませんでした。

63 昼 男性 81 檜原村 ポスター ―

64 昼 男性 82 あきる野市 知人 とても良かった 我国に厳寒の村。こんな村があったとは知らなかったから感動した。

65 昼 女性
40
代

その他 知人 とても良かった 市長に見てもらいたいなと思いました。

66 昼 女性
60
代

昭島市 知人 とても良かった
まずこの取り組みが素晴しい!!　映画は民主主義の大切さを　改めて感じ
させられました。昭島でも取組みたいと思いました。

67 昼
男性
女性

72
67

あきる野市 知人 とても良かった
日の出町の75才以上無料化を実行の大変さを今さらながら大変だった
事を知りました。

68 昼 ― ― ― ― ―
とてもとても感動致しました。今この時こそ、このすばらしい映画をありが
とうございました。又、見に行きます。

69 昼 ― ― ― ― ―
とても良かったです。村長と、ここ3代の日本の総理とを比べてしまいまし
た。村長の思いを　自分のできるところで頑張っていけたらと勇気を頂き
ました。いい映画をつくって頂きありがとうございました。

70 夜 女性 32 青梅市 母 とても良かった

本当にとても素敵な映画でした。この映画をもっと多くの人々に見てもら
いたいです。日本中のみでなく、世界に通用する映画だと思います。なぜ
なら、世界広しといえども、平和で豊かな世界は全ての生物の望みだか
らです。ありがとうございました。

71 夜 女性 39 あきる野市 新聞折込 良かった
トラブルがありましたが、皆おちついていてよかったです。今後、このよう
な映画がありましたら　また見たいです。

72 夜 女性 44 その他 知人 とても良かった

日本の岩手県が、日本ではじめてかっき的な福祉政等をとっていたこと
を知りませんでした。「いのち」について、生活に追われ忘れていたことを
久しぶりに思い出し、考えせていただけるような作品でした。ありがとうご
ざいました。

73 夜 女性 45 あきる野市 知人 とても良かった
私の生まれるほんの数年前の事を新しい気持ち視点から見るという　不
思議な体験をしました。今の国の方針が大変お粗末に感じました。

74 夜 男性 48 あきる野市 ９条の会 とても良かった
何ひとつぶれることなく　２５条の意味を私たちに伝えていただきありがと
うございました。

75 夜 女性 49 あきる野市 知人 ―

76 夜 女性 51 あきる野市 ― とても良かった トラブルがあったが良かった。お金を返してもらいませう。

77 夜 女性 53 あきる野市 チラシ とても良かった

78 夜 女性 54 八王子市 知人 とても良かった
現代の政治の方が相当たちおくれていますね。基本にたちもどってもら
いたいと　つくづく思いました。個人個人が政治に目を向けるべきでしょ

79 夜 女性 54 あきる野市 知人 とても良かった

80 夜 女性 54 あきる野市 知人 とても良かった
シナリオも配役も良かったです。日本の風景（四季）もよかったです。とて
も勉強になりました。第三弾も希望します。

81 夜 女性 55 あきる野市 ポスター とても良かった
昨年、東中野で　現在の沢内村のドキュメンタリー「命の作法」を見まし
た。今日　深沢村長の物語を見て深沢村長の遺志が確かに受けつがれ
ていると思いました。とてもいい映画だったと思います。

82 夜 女性 57 あきる野市 知人 良かった

83 夜 男性 57 あきる野市 知人 とても良かった
大変感動しました。どんな大作の映画よりすばらしかったです。こんな政
治が国としてされるべきだと、強く思いました。

84 夜 女性 58 昭島市 新聞折込 とても良かった
各地の九条の会・土建組合・生協などの協力・支援でできたことが良い。
行脚・対話　現代にもつながる政治姿勢。まちづくりの原点ですね。イン
ターネット（ＩＴ）時代といわれる現代においても!!

85 夜 女性 59 日の出町 ― とても良かった
とても良かった。でも時々切れ、良い映画も観た気がなく、もう一度参加
料無料で観せてください。
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86 夜 女性 60 羽村市 知人 ―
加藤剛の歌が何ともじーんと来た。昭和の映画館を思い出し印象的だっ
た。

87 夜 女性 60 あきる野市 知人 良かった

88 夜 男性 60 あきる野市 ポスター ― 沢内3000石…の民謡はやはり本当でしたね。古きを訪ね、新しきを知る。

89 夜 男性 60 あきる野市 知人 とても良かった
前向きに命を生きる村民全体の姿がつたわってきて、とても感動的でし
た。命をあきらめない

90 夜 男性 61 あきる野市 新聞折込 とても良かった

一人の人間がこれだけのことをなしとげたことに感動しました。深沢村長
のことは　以前テレビでも見たことがありますが、やはり映画はちがいま
す。沢内村は１０年くらい前に訪ねたことがあります。夏だったので、のど
かでしたが、かつては大変だったのだと改めて思いました。

91 夜 男性 61 あきる野市 チラシ とても良かった

92 夜 女性 62 あきる野市 ９条の会 とても良かった

あの時代に信念を貫いて村民を守るために時として国を相手にたたか
い、老人と乳児の医療費を無料にした功績は計り知れないものがある。
深澤村長のあとを継いだ村長たちも立派に意志をつないだと聞く。まさに
政治とはこのように行うべきものと思った。大変良かったです。スタッフと
サポーターの皆様、上映企画して下さってありがとうございました。

93 夜 女性 62 あきる野市 知人 良かった

94 夜 女性 64 檜原村 新婦人 とても良かった
すこやかに生まれる　すこやかに育つ　すこやかに老る。本当にこの理想
を実現させた貧村があった。これを奇跡とせず全国に　世界中に普遍的
に実現させていかなくては!!!

95 夜 女性 64 あきる野市 新婦人 とても良かった

映写機は残念でした。でもご苦労が多かったと思いますが、成功おめで
とうございます。映画の内容は良かったのですが、字幕で、保健婦さんた
ちがなかなか受け入れてもらえなかったことや、国や県からの圧力のす
ごさ、国保会計のその後の黒字や村人が総出だった出迎えなど書いても
らった方が良かったと思いました。

96 夜 女性 65 あきる野市 知人 ―
現在の世の中こんなキトクな人物はいないです。私欲ばかりで　人のた
めにつくすような人がいないですね。この映画は若い人に見て欲しいで
す。素晴しかったです。感動しました。ありがとうございました。

97 夜 男性 65 あきる野市 9条の会 とても良かった

村長の強い意志とそれに希望をつなぐ村民。みんなの力を合わせて改
革に取り組むことのすばらしさを改めて教えてもらった映画でした。ラスト
シーンは涙が止まりませんでしたが、村長死後もその思いが引き継がれ
ていったことに感心しました。

98 夜 男性 65 あきる野市 知人 とても良かった

99 夜 男性 66 日の出町 知人 とても良かった

100 夜 男性 66 あきる野市
青空以来
のつながり

とても良かった

・健康で生きる…。健やかに生まれ、育ち、死ぬ。・生命、生まれた命。そ
の声明は、命を架けて守る。・人として生まれ、尊重され、生きて働き、社
会参加し…。・等しくこの世に受けた生命。差別なく大切に受けてこそ。・
高度に進化した人は、我一人の幸せを受け入れず。共に生きる人々の
幸せともなる幸せをこそ乞い願う。・それこそが民主、平等、共生…。日
本国憲法の理念。今こそその憲法を生きるのです。世界に向けて発信す
べし。

101 夜 男性 66 羽村市 チラシ 良かった

102 夜 男性 67 あきる野市 知人 ― 本当の地方自治のすがたを見ました。この心を全国にひろげたいです。

103 夜 女性 68 あきる野市 新聞折込 とても良かった
この映画を拝見させていただいて、今の生活（世の中の）に通じるものが
あると思いました。命の大切さを教えていただきました。

104 夜 男性 71 あきる野市 新聞折込 とても良かった
映写機故障で中断は残念でした。折角の映画が腰くだけにならないよう
頑張ってほしいです。

105 夜 男性 77 福生市 知人 とても良かった 感めいを受けました。

106 夜 男性 81 八王子市  直接メール とても良かった
すばらしい。八王子でも上映できるよう、目下実行委員会をつくりつつあ
ります。協力券100枚売っています。

107 夜
男・
女

74
76

あきる野市 新婦人 とても良かった
実話を通してこれだけ迫力のある映画が完成された事をとてもうれしく感
じました。

108 夜 女性 ― あきる野市 知人 とても良かった

109 夜 女性 ― 羽村市 ― ― とても良かったです。ありがとうございました。
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