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平成２４年３月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会（議事概要） 

 

３月のＮＨＫ東北地方放送番組審議会は、１５日(木）、ＮＨＫ仙台放送局において

８人の委員が出席して開かれた。 

  会議では、まず、前回の番組審議会での答申を受け「平成２４年度東北地方向け地域

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２４年度東

北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、視聴番組のＮＨＫスペシャル ３．１１ あの日から１年「３８分間～巨大

津波 いのちの記録～」を含め放送番組一般について活発に意見交換を行った。 

後に、４月の東北ブロック地域放送番組の編成について説明の後、放送番組モニタ

ー報告と視聴者意向報告が行われ、会議を終了した。 

主な審議状況は、次のとおりである。 

 

（出席委員） 

副委員長  佐 藤  瀏  （岩手大学 名誉教授） 

委 員   折 原  亨  （学校法人原田学園山形女子専門学校 校長） 

 是 永 幹 夫  （（株）わらび座 取締役） 

 佐 竹  勤  （東北電力（株） 常務取締役） 

 島 守  賢 （（株）ダイマル 代表取締役会長） 

 鈴 木 素 雄  （河北新報社 論説委員会委員長） 

 増 子 恵 美 子 （福島学院大学附属幼稚園 園長） 

 蓬 田 隆 子  （（株）リブレ 代表取締役社長） 

 

(主な発言) 

 

＜「平成２４年度東北地方向け地域放送番組編成計画」について＞ 

 

○  平日午前１１時台の「情報パレット」が「ひるはぴ」という番組名に変わるよう

だが、番組の内容はどのようなものになるのか。 

昼前のこの時間帯は、視聴者層も多様であり、引きつけるものがないと見てもら

いづらい難しい時間帯だと思う。 

 

  （ＮＨＫ側） 

新番組は、被災地の皆さんも含め、この番組を見てくれる視聴者の皆

さんに“ハピネス”をお届けしたいという思いから「ひるはぴ」とした。 

  内容は、暮らしに役立つ情報や旬の話題を紹介する情報番組として、
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手軽にできる料理を紹介するコーナーやおでかけ情報を充実させるとと

もに、被災地の復興を支える情報などを発信していく。被災地に入って

活動しているボランティアの皆さんにリポートしてもらうことも考えて

いる。 

また、東北地方の農産物は風評被害などもあり、苦戦を強いられてい

る。番組では、東北の“食”を応援することをテーマに掲げ、東北の地

の農産物を使った料理コーナーに力を入れていく。 

 

○  データ放送については、例えば災害情報など、新年度に変わるものはあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

    データ放送についてはさまざまな情報を掲載しているが、災害に関し

ては、「気象情報」や「地震・津波」の項目を開いてもらうと、必要な

情報が得られるようになっている。「地震・津波」では、直近に起きた

地震の震度や津波に関する情報を掲載している。 

また、地震が発生するとテレビ画面の左側に、震源地や地震の規模、

各地の震度などが自動的に表示される設定を行うこともできるようにな

っている。 

 

＜ＮＨＫスペシャル ３．１１ あの日から１年「３８分間～巨大津波 いのちの記

録～」(３月５日(月)総合 後10:00～10:49)について＞ 

 

○  盛岡放送局釜石報道室の徳田憲亮記者が、津波到達時に撮影した３８分間の映像

をもとに、映像に映し出された289人の方々のその後を１年間かけて追った記録番組

だった。番組では、３家族の１年間が丁寧に描かれており、とても感動した。特に、

今なお娘の行方を捜し求める疋田さんが毎日記録する「菜津子と連絡とれず」の一

行の文字に、震災発生から１年が経過した今もなお、重い現実のあることを改めて

実感した。 

 

○  番組の冒頭で徳田記者が「ＮＨＫの地域採用の記者としてこの町に住み…」と語

っていたが、この一言が、番組に大きな意味を持つものと思う。徳田記者は、徹底

的に地域の話題、地域の中に入って取材を続けてきたと思うし、またそれを誇りに

してきたという静かな宣言であるように受け止めた。３８分間の中に映った289人の

中で、気になった人を追いかけてみるという、地をはうような視点から番組が作ら

れているというところに好感を持った。 

番組は、３家族を中心に展開されていくが、インタビューに応えてくれた板澤さ
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んが後に亡くなったことを知った徳田記者の衝撃にも思いがいった。また、金物店

を営む加藤さんが、ねじを１本１本拾い集める姿に対し、「心の中を一つ一つ片づけ

ている、そう感じた」と徳田記者がコメントしているが、加藤さんの心に寄り添っ

た徳田記者ならではの言葉であると感じた。 

また番組の 後に「３８分間を記録した者としてその後を見続けたいと思ってい

る」と徳田記者が結んでいるが、釜石報道室の記者としての決意が現れており、共

感を持った。 

通信手段の発達や交通網の整備によって規模の小さな支局については新聞各紙も

かなり閉鎖してきている。費用対効果の問題もある。しかし、ＮＨＫは、地域との

関係は可能な限り維持していってもらいたい。地域に暮らしている者でないと見え

てこない視点や、人間関係の濃さというものがある。大事件が起きた時にポンと人

を配置しても難しい面がある。１人でも現地に記者を置いておく効果は非常に大き

いと、番組を見て強く感じた。 

 

○  この番組では、徳田記者と一緒に釜石の町の中を歩き回っているような気持ちで

見た。映像は地震直後、高台に避難した人々の、ごくふだんに近い姿から映し出さ

れていた。しかし、その直後の津波襲来によって周囲の状況は一変する。一瞬にし

て様変わりしてしまう周囲の状況に衝撃をおぼえた。間もなく自分たちの運命と人

生が暗転するということを知らずにいる人々の穏やかな表情を思うと、胸が痛んだ。 

釜石市の住民でもある徳田記者は、番組の中でも語っているように、「逃げろ」と

叫びたかったと思う。撮影を止めてでも避難させればよかったという迷いとしょく

罪感のようなものを背負い続けているのではないかと、番組を見て強く感じた。 

「菜津子と連絡とれず」と毎日手帳に書いて娘を捜す疋田さんの表情を徳田記者

は執ように追い続けているが、これは徳田記者自身の心の整理ではなかったかと感

じた。 

 

○  この番組は、被災地の現状を伝えるという意味で、大きな役割を果たしたように

思う。 

  東日本大震災で被災した人、家族を亡くした人、あるいは直接的な被害に遭わな

かった人も含め、全ての人たちに対し、１人の記者がとらえた映像を通じて大震災

を検証した番組であると思う。学ぶべきものが数多くある番組である。 

  インタビューに応えてくれた後に消息がつかめなくなった板澤さんは、娘さんを

しっかり抱きかかえる姿が残されている。娘さんにとっては、悲しい記録ではある

が、しっかり抱きしめられていたという記憶は、映像とともに残り続けていく。 

  また、疋田さんが「菜津子と連絡とれず」と、毎日１行の文字を書く様子を見た

時、本当につらくなった。これはいつまで続くのだろうかと考えたとき、はかり知
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れない気持ちになった。 

３８分間の映像に残った人々のその後を徳田記者は丹念にたどり続けているが、

本当によく取材されたと思う。 

  平成２４年度東北地方向け地域放送番組編集計画の重点事項に、「被災者の声を直

接伝える番組…」や「復興に向けて歩む東北の人々の姿を…」が書かれている。東

日本大震災を経験した者の一人として、ＮＨＫの編集方針を歓迎する一方、この種

の番組が２４年度も継続されることへ感謝したい。 

 

○  この番組は、前日４日(日)のＮＨＫスペシャル「映像記録 ３．１１～あの日を

忘れない～」(総合 後9:00～9:58.30)の衝撃映像に続き、被災者のその後の生活ぶ

りを３家族に焦点を当てて描かれていた。 

特に、「菜津子と連絡とれず」と、毎日書き込まれた手帳を見せられた時には、娘

といまだに連絡がとれない父親の切ない思いが伝わり、いたたまれない思いがした。 

この番組もそうであるが、東日本大震災をさまざまな角度から検証していく番組

を全国放送として今後も取り組んでいってもらいたい。 

 

○  徳田記者のつらさや悲しさが、見る側に痛いほど伝わってくる番組だった。 

特に、冒頭のシーンでのあどけない顔で映っている子どもたちの姿。これから起

きるであろう惨事が予想だにできないでいるところに津波が襲いかかるという、ま

さに天国と地獄というか、一瞬のうちに全てが奪われていくその瞬間は、胸に突き

刺さるものを感じた。 

この番組は、３家族を中心に描かれているが、それぞれの家族の心の機微まで丁

寧に描かれていた。金物屋の加藤さんの軒先に揺れる風鈴が奏でる寂しく、悲しい

音色や、鉄三郎さんの遺体が発見された時の親子の姿を後ろから見守るようにとら

えたシーンでは、徳田記者の寄り添うような思いが表れているように見えた。また、

２７歳の誕生日にあたる２月９日の菜津子さんの死亡届を出さざるをえない疋田さ

んご夫妻の複雑な思いが伝わり、胸が熱くなった。 

後のシーンでは、人の姿が見えない町並みが映し出されていたが、この先この

町は、この地域は、ここに住んでいた人たちは、どのようになっていくのかと不安

を感じざるをえなかった。徳田記者が「これからも人々のその後を見続けたいと思

っている」と結んでいるが、この番組で終わることなく、何か支えになるようなも

のや、復興のきっかけになるようなものを提供してもらいたいと思っている。 

 

○  津波に関するさまざまな映像を見てきたが、この番組は本当に被災された方々の

切実さが伝わる記録番組であった。特に、疋田さんが依然として行方のわからない

菜津子さんの生死を確認できないままに死亡届を出さなければならないというシー
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ンでは、娘を思う親の気持ちが伝わり、非常に心が痛んだ。 

  津波の第１波が到達した時点で映像に記録されていた板澤さんは、その後の消息

がつかめず、後に母親とともに遺体が発見されている。青森県八戸市では、第１波

が３時２０分ごろに到達し、予想された高さの３メートルに対し、実際は１メート

ルの津波だった。その後４時ごろに第２波、そして結果的に一番高い第３波が４時

５０分ごろに到達している。亡くなった板澤さんは、第１波の後に自宅へ戻り、母

親を連れて高台へ避難する途中で第２波にのまれてしまったのではないだろうか。 

震源に近い宮城県の沿岸では、第１波から大きな津波が押し寄せているが、岩手

県や青森県の沿岸では、第２波や第３波の方が結果的に大きく、深刻な被害をもた

らしていることをしっかり検証し、記録しておくべきだと思う。 

 

○  高台に避難し、インタビューに応えてくれた板澤さんの表情が今でも目に焼き付

いている。これから死ぬかも知れない運命が待ち構えている直前の映像は、普通は

あり得ないものである。それを記録した徳田記者のすごさには改めて敬意を表した

いと思う。 

人間の生と死を分けたものは何だったのか、自分がインタビューしたことが板澤

さんの生死に深くかかわったのではないかと、徳田記者は後悔し続けている。その

点が私としては気がかりでならない。徳田記者は後世に残る立派な業績を上げたと

思う。徳田記者に対する精神衛生上のフォローが必要ではないかと思っている。 

  またこの番組は、徳田記者の一人称表現で描かれている。一人称表現だからこそ、

すっきりした表現ができ、見る側に直接訴える力となったと思う。 

 

  （ＮＨＫ側） 

          徳田記者は、地域採用として釜石市に住み、地元で取材活動を展開し

ている。「３．１１」当日も地元の話題を取材中に地震・津波に遭遇し

た。３８分間の映像は、その 中に撮影されたものである。この番組を

共に制作する中で強く感じたのは、徳田記者はこの町に住み、地元の皆

さんとの関係や日ごろの付き合いも緊密なため、被災者の方々と相通じ

るものがあり、立ち位置が通常の取材者と全く違っていたという点であ

る。インタビューに応えてくれた板澤さんがその後に亡くなられたこと

を伝え聞いた時、号泣するほど心が追い詰められていたことは事実であ

る。日ごろからさまざまな取材を通しお世話になっている方々が一瞬の

うちに全てを失い、また289人の方々の生死を含め、その後を取材する

ことは徳田記者にとってはとてもつらいことであったと思う。私たちと

は全く違う経験をされている方々の目線で今回、番組を作ることになっ

たことが、この番組の一つの特徴であると思う。 
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  番組は、３家族のその後を中心に描いている。この３家族は、たまた

まというか、運命的な出会いとしか言いようがない。徳田記者も含め、

本当に気がかりだった方々に取材をお願いし、記録させていただいた結

果がこの３家族であった。それが板澤さんであり、金物屋の加藤さんで

あり、疋田さんであった。 

  特に娘の行方が依然としてわからない疋田さんの手帳の記録を見せて

もらった時、我々も「あっ」と思った。「菜津子と連絡とれず」という

毎日書かれた文字に込められた思いは、想像しなければならないが、想

像し切れるものではないと感じた。その思いを全国の皆さんにも知って

もらいたいと思った。 

番組は、私たちが１年間取材し続けて感じたことをそのまま何の脚色

も加えずにコメントを書いたものである。ふだんの番組では一人称表現

の手法をとることはほとんどなく、当初は意図が皆さんに伝わるかどう

か不安もあったが、被災された方々の言葉にならないさまざまな思いを、

取材者の目線で描くこととした。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月２４日(金)の東北Ｚ「まだ、やめられない～女子スキージャンパー小浅星

子・蔵王から五輪へ～」では、２９歳になった小浅選手が蔵王でのワールドカップ

や、その先のソチ冬季オリンピックへの出場を目指し、奮闘する姿を中心に描いて

いくのかと思いながら見ていたら、途中から髙梨沙羅選手に番組の視点が移り始め、

小浅選手の影が薄くなってしまった。髙梨選手のジャンプ力がずば抜けているため

にスタート地点が５メートルも下げられ、小浅選手にとっては不利な条件下でのジ

ャンプとならざるを得なかった点では、髙梨選手と小浅選手の対比に意味はあった

かも知れないが、髙梨選手をわざわざドイツまで追い、飛行機の中からホテルを出

るまでのプライベートな部分まで紹介する必要がどこにあったのか大いに疑問の残

る番組であった。この番組は、スポンサーからの援助を打ち切られ、アルバイトで

生計を立てながら、ワールドカップや五輪への出場をめざす山形県米沢市出身の小

浅星子選手を描くはずの番組ではなかったのか。 

 

  （ＮＨＫ側） 

          番組は、小浅選手を中心に描きつつ、一方で躍進めざましい高梨選手

の活躍ぶりも紹介したいという思いから描いた。 

 

○  ２月２６日(日)の「“がれきの街”からのエール～神戸から南三陸町へ～」(総合 
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後 4:45～5:28)は、南三陸町志津川地区の商店主たちが復興に向けて奮闘する姿と、

“がれきの街”の兄貴分である神戸市長田区の商店街副理事長の伊東正和さんが支

援する様子を描いた番組だった。多くの震災関連番組は被災地の視点で描かれてい

るが、この番組は、支援する側から被災地を見たものであり、その切り口がとても

新鮮に感じた。神戸市からは被災地をどのように見ているか、あるいは海外からは

どう見られているかの実感がないなかで、興味深い番組であった。ＮＨＫは、国内

だけでなく海外にもネットワークがあり、ＮＨＫならではの技の一つであるように

感じた。 

 

○  ２月２６日(日)のＥＴＶ特集「花を奉る 石牟礼道子」では、日本が捨て去って

きた人と自然が共に生きていた豊かな世界を描き続けてきた作家の石牟礼さんへの

インタビューと朗読で綴られた番組だった。近代とは何かを問い続けてきた石牟礼

さんが１年前に起きた東日本大震災と、これまでの人生をたどりながら語った「今

ある絆が本物かどうか試されている。自分で点検しないといけない。できることが

あれば黙って実行しなければいけない」という言葉は、とても説得力があった。 

 

○  ３月３日(土)の土曜ドラマスペシャル「それからの海」(総合 後7:30～8:43)は、

歌手の一青窈さんが出演するということで注目していたが、ドラマというよりもド

キュメンタリー番組のように描かれていた。岩手県田野畑村で被災した皆さんの証

言をもとに作られたドラマであることはわかっていたが、登場人物の関係がよく飲

み込めないうちに終わってしまったように思う。 

 

○  土曜ドラマスペシャル「それからの海」は、ＮＨＫとしては実験的なドラマでは

なかったかと思う。せりふを極端に減らし、ロングの長回し撮影技法は、その昔の

ＡＴＧ映画を見ているような印象を持ったが、ドラマなのかフィクションなのかの

見極めのつきづらい番組となっていた。 

 

○  土曜ドラマスペシャル「それからの海」は、ドラマなのかドキュメンタリーなの

かよく分からない番組であった。新しい試みであったとは思うが、ストーリーがど

のように展開し、登場人物がどのような役割を果たしているのかが、読み取れない

番組だった。被災者が被災地でドラマを演ずるという試みは新しいものではあった

と思うが、やや難解なドラマであった。 

 

○  ３月３日(土)のＮＨＫスペシャル「原発事故 １００時間の記録」(総合 後9:00

～9:58)は、複雑な思いで見た。福島県双葉郡浪江町や双葉町にも多くの知人が暮ら

していたので、その時の切実さがよみがえり、息がつまるような思いがした。特に
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浪江町の請戸地区は、津波による被害と原発避難とがあり、救助したいが避難しな

くてはならないという、ギリギリの選択を迫られた。がれきの中でかすれていく声

が聞こえたり、助けを求める音が聞こえたり消えたりしたという。「３．１１」で亡

くなった人の無念さや、生きている人の後悔など、当時を振り返れば振り返るほど

一層つらくなる。 

  地震、津波、原発事故で甚大な被害を受けた福島県の中にも、「前へ進もう」とし

ている企業や職場、多くの家族がいる。こうした方々の努力や、その原動力となっ

ているのは何かなどを取り上げてもらい、勇気を与えてもらいたいと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「原発事故 １００時間の記録」では、昭和４９年の電源３法

から始まり、その後どのように原子力政策が進められてきたのかを克明に紹介され

ていた。その中で、地震や津波による災害に対し、なぜ対処すべきマニュアルがな

かったということに対し、我々もマスコミも国も含めて安全神話に踊らされ、その

備えを怠ってきた反省がある。その点をもう一度ＮＨＫとしても真正面から取り上

げてもよいのではないかと思った。 

 

○  ３月４日(日)のＮＨＫスペシャル「映像記録 ３．１１～あの日を忘れない～」

では、３月１１日に撮影された映像が数多く紹介されており、決して忘れてはなら

ない「未来への教訓」を得る原点となる記録である。市民会館に行くと言って逃げ

た方が亡くなってしまったという記録や、九死に一生を得た市役所の若い女性など、

命が助かるか助からないかという瀬戸際でのさまざまな条件が映像記録から浮き彫

りにされていた。 

これまで津波による被害の記録は、文書にまとめられたものが主であったが、こ

の番組は、全国から集められた膨大な映像を基に「３．１１」が再現されており、

後世に伝えていかなければならない映像記録として貴重なものである。この記録を

アーカイブスに保存することもＮＨＫの仕事の一つとして極めて重要なことである

ことを感じている。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「映像記録 ３．１１～あの日を忘れない～」では、３月１１

日に撮影されたすさまじい映像が数多く映し出されていた。この映像は、後世に残

し、伝えていかなければならないものと思っている。その意味では、テロップなど

を入れず、映像を細工しなかったことは適切な判断だと思っている。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「映像記録 ３．１１～あの日を忘れない～」では、市民会館

へ行った人と行かなかった人、市役所へ戻って助かった人など、生死を分けた瞬間

が重く伝わってきた。よくぞあの写真を見つけ出したと感心している。また多くの
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津波映像が映し出されていたが、その映像を映し出す前に「このあと津波の映像が

流れます」と予告するスーパーが入っていた。この細かな配慮に感心させられた。

実際に津波に遭遇した人や津波で家族を亡くした人にとっては、耐えがたい映像で

あると思う。そこにしっかり予告を入れるＮＨＫの姿勢には、被災者に対する思い

やりが表れており、今後も持ち続けてもらいたいと思う。 

 

○  ３月６日(火)のＮＨＫスペシャル ３．１１ あの日から１年「気仙沼 人情商

店街」(総合 後10:00～10:49)では、行政の遅れや土地利用をめぐる障害など、さま

ざまな問題が立ちはだかる中で、リーダーを中心に行動力と人情を武器に奮闘する

商店街の人々の姿が描かれていた。町の復興に向けてひたむきに努力する人々のあ

りのままを伝えることは、ほかの地域で頑張っている人々へも勇気を与えることに

なる。これからも取り上げていってもらいたい。 

 

○  ３月７日(水)のＮＨＫスペシャル ３．１１ あの日から１年「仮設住宅の冬 

いのちと向き合う日々」(総合 後10:00～10:49)は、ナレーションに女優の奥貫薫さ

んが起用されていた。一連の「ＮＨＫスペシャル」とのテンポを変える意味での演

出であったかと理解し、後で自分なりに納得もしたが、物語風の語り口には当初抵

抗感があった。 

 

○  ３月８日(木)のＮＨＫスペシャル ３．１１ あの日から１年「調査報告 原発

マネー～“３兆円”は地域をどう変えたのか～」(総合 後10:00～10:49)では、原発

の建設や運転に伴い自治体に入ってくる国からの交付金と、電力会社からの寄付金

の総額が３兆円にのぼるということが初めて明らかにされた。自治体や電力会社、

あるいは国へのインタビューも的確で、周到な準備のもとに正確に番組が構成され

ていることに感心した。また、特定の結論に誘導しようという意図が番組からは全

く感じられなかったため、番組を見た人の中にはさまざまな意見があると思われる。

このテーマは、それでよいと思う。ただ、一連の震災関連の「ＮＨＫスペシャル」

の中では、この番組だけが異質な印象を持った。エネルギー政策をテーマとする展

開の中で放送した方がよかったのではないかと思った。 

 

○  ３月９日(金)のＮＨＫスペシャル ３．１１ あの日から１年「南相馬 原発

前線の街で生きる」(総合 後10:00～10:57)では、原発事故に伴い住民にもたらされ

た悲劇の実相が描かれていたが、人間が引き起こした事故のために何も知らない自

然界の動物への影響も懸念され、人間の犯した罪の重さを考えざるをえなかった。 

 

○  ３月１０日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「もっと高いところ
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へ～高台移転 南三陸町の苦闘～」(総合 後9:00～10:13)では、宮城県の南三陸町

役場の仮設プレハブ庁舎にカメラを据え、生き残った町の職員たちの知られざる苦

闘や復興の課題に迫っていた。これまでの町の取り組みが、時系列で整理され、そ

の時々の状況の変化や課題がよく見えるように構成されていた。また、番組の冒頭

で紹介された写真の１枚１枚が、動画以上にインパクトがあり、津波被害がいかに

悲惨なものであったかを、改めて思い知らされた。南三陸町はいち早く“高台移

転”を表明し、住民の流失を食い止めようと努力するが、財源の裏付けや関係機関

との調整など、一つの自治体がいかに頑張っても限界があることを実感した。２月

に発足した復興庁もワンストップにはなっていない。「いのちを守る“復興”」の町

の方針は、決して間違っていないと思うが、“復興”に向けたスピード感に大きな隔

たりのあることを強く感じた。「南三陸町の苦悩」がよく理解できた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「もっと高いところへ～高台移転 南

三陸町の苦闘～」では、防災庁舎の屋上で円陣を組んで津波に耐えようとする人た

ちの姿が１枚の写真に残っていた。その１分後にはその姿がなくなっている。この

１分間はまさに死の瞬間を映し出したものであり、人の一生が終わる瞬間の衝撃的

な映像だった。あまりにも悲惨な光景に、番組を見続けることができなかった。 

 

○  ３月６日(火)のクローズアップ現代「“それでも生きる”～被災地３０００人の声

～」は、被災者へのアンケートを基に、この１年をどのように過ごしてきたかを読

み解いていた。その中から２つの家族が紹介されていた。岩手県大船渡市の志田さ

んは、母親を津波で亡くしているが、母親が孫でダウン症の名津紀ちゃんを車に乗

せて避難させた時の言葉を後で知り、母親への思いと自らへの罪悪感にさいなまれ

続けてきた。「頑張って生きろよ。バンザイ、バンザイ」と言って手を上げて津波に

のみ込まれたという証言だった。人間は生と死の瀬戸際で、このように自分を捨て

られるものかと思い知らされた。この番組は、一生忘れないと思う。 

 

○  ３月７日(水)の福祉ネットワーク シリーズ 東日本大震災（２）「認知症の被災

者たちはいま」では、岩手県陸前高田市の「認知症の人と家族の会」が中心となり、

仮設住宅に住む“埋もれた認知症高齢者”を掘り起こし、支援活動を続ける様子が

紹介されていた。仮設住宅など新たな環境で生活を強いられるなか、認知症の症状

が悪化したりするケースがあるが、この地区では、地域コミュニティーを作る一方

で、他の地域の方との交流も行っており、予防に努める活動が明るく、希望の光が

見えるように描かれていた。 

 

○  ３月１０日(土)の「３月１１日のマーラー」(総合 後11:00～11:53)は、震災当日
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に多くのコンサートが中止されるなか、新日本フィルハーモニーの定期演奏会が決

行された事実が基になっている。９４人のオーケストラと105人の観客、その誰もが

忘れられない演奏会をホールとオーケストラ側が撮影した映像記録をもとに、悲し

みと祈り、そして希望とが再現された感動的な番組だった。 

 

○  ３月１２日(月)のニュースウオッチ９に、１２月１１日のＮＨＫスペシャル「震

災遺児 １５００人」で紹介された陸前高田市の熊谷海音ちゃんと祖母の隆子さん

が登場していた。コーナー名が「少女と祖母 支え合い“明日”へ」であり、２人

が互いに支え合い、明るく毎日を過ごしている様子を見せてもらい、非常に心が和

んだ。 

 

（ＮＨＫ側） 

          震災発生から１年が経過すると、東北地方以外の地域では徐々に感覚

が変わってくるかも知れない。３月１１日を中心とした「３．１１」関

連番組に対し、「多過ぎる」や「もう少し減らしてほしい」という声も

出始めている。しかし、大切なことは、「忘れてはいけない」ことだと

思っている。震災関連番組は、これからも作り続け、できるだけ全国放

送で紹介していく。 

  被災地、被災者の皆さんに寄り添いながら、これからも取り組んでい

きたいと思っている。 

 

○  ２月２３日(木)の「ＮＨＫニュース７」で、「素粒子ニュートリノが光よりも速い

とした実験結果に誤りがあった可能性が出ている」ことを報じていた。しかし、そ

の扱いがニュースの後半部分だった。トップニュースとしなかった価値判断が理解

できない。ＮＨＫが制作する宇宙を題材とする全ての番組が、その根底から覆され

る重大な出来事であるにもかかわらず、なぜその扱いが控えめだったのかがわから

ない。 

 

○  連続テレビ小説「カーネーション」も終盤を迎え、ドラマの舞台も昭和末期から

平成へと移っていき、登場人物も大幅に入れ替わってきている。中でも主人公の糸

子役が夏木マリさんに変わったのは意外であった。尾野真千子さんが糸子の７０代、

８０代をどのように演じるかを見てみたかった。 

 

○  ３月１４日(水)の午後６時過ぎに地震があり、北海道から岩手県沿岸部に津波注

意報が発令された。津波到達予想時刻に合わせ、沿岸部の天カメ中継映像がテレビ

で紹介されていたが、映像が暗く、潮位の変化はおろか、海そのものがよく見えな
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かった。もう少し明るい所にカメラを設置することはできないものかと思った。 

 

○  ３月１４日(水)のためしてガッテン「冷凍解凍に新ワザ誕生 速い！プリプリ！

美味」では、冷凍マグロのおいしい食べ方を紹介していた。この番組は、身近なテ

ーマを分かりやすく解説してくれており、子どもたちの目線でもよく理解できるよ

うに工夫してくれている。親子で一緒に楽しめ、まさに“ガッテン”する番組であ

ることを改めて感じている。 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年２月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会（議事概要） 

 

２月のＮＨＫ東北地方放送番組審議会は、１６日(木）、ＮＨＫ仙台放送局において

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２４年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」

について説明があった。引き続き、「平成２４年度東北地方向け地域放送番組編集計画

（案）」の諮問が行われ、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、放送番組一般について、活発に意見の交換を行った。 

最後に、３月の番組編成について説明の後、放送番組モニター報告と視聴者意向報告

が行われ、会議を終了した。 

主な審議状況は、次のとおりである。 

 

（出席委員） 

委 員 長  佐 藤 令 一  （（株）七十七カード 取締役社長） 

副委員長  佐 藤  瀏  （岩手大学 名誉教授） 

委 員   浦 沢 み よ こ  （（株）インターサポート 代表取締役） 

 折 原  亨  （学校法人原田学園山形女子専門学校 校長） 

 是 永 幹 夫  （（株）わらび座 取締役） 

 佐 竹  勤  （東北電力（株） 常務取締役） 

 島 守  賢 （（株）ダイマル 代表取締役会長） 

 鈴 木 素 雄  （河北新報社 論説委員会委員長） 

 増 子 恵 美 子 （福島学院大学附属幼稚園 園長） 

 

（主な発言） 

 

 

＜「平成２４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＞ 

 

○  午後６時台の地方の番組のあり方をどのように考えているのかについて聞きたい。  

例えば、午後６時１０分からは盛岡放送局では「おばんですいわて」を放送してい

るが、ほとんど同時刻に民放各局もローカルニュース番組を放送している。チャン

ネルを変えながら民放とＮＨＫを苦心しながら見ている。盛岡放送局は、かなり努

力しながら内容の充実を図り、視聴率も２桁台を確保してきていることを聞いては

いるが、どれほど努力しても、より多くの方にチャンネルを合わせてもらうことは、

この時間帯では限界がある。また、視聴者側から言うと、ＮＨＫを見ている限りは
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民放を見ることができないという、ある意味ではジレンマに陥ることにもなる。 

ＮＨＫのローカルニュース番組の編成時間が午後６時１０分からで果たしてよい

ものかを考えてしまう。例えば「クローズアップ現代」を午後６時３０分からとし、

「ＮＨＫニュース７」の後にローカルニュース番組を編成するとか、あるいは「ニ

ュースウオッチ９」の後段の１０分か１５分にローカルニュース番組を入れるなど

のように、多くの視聴者に見てもらえる時間帯に変えるなど、大胆な改定も視野に

入れてもよいのではないかと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

平日の午後６時１０分は、全国的に地域のニュース情報を伝える時

間帯としている。これは、全国的に「６３０」がスタートした時代か

らの経緯の中で定着しているものであり、その考えを基に編成してい

る。 

また、「ＮＨＫニュース７」から「クローズアップ現代」、８時台の

「ニュース８４５」があり、「ニュースウオッチ９」へと続く流れは、

かなり長く続いており、視聴習慣として根強いものがある。 

しかし、この編成が、必ずしもこれしかないということではないと

思っている。より多くの視聴者の方々に見てもらえる時間帯への編成

は、検討していく余地はあると思う。 

 

○  「編成計画の要点（１）総合テレビジョン」に「子どもとその親がそろって楽し

める番組の充実」とあるが、この考え方は、子を持つ母親にとって非常にありがた

いものである。就労している母親が多くなっており、ややもすると子どもにテレビ

を見せっ放しにする傾向がある中で、ＮＨＫが「親子」をキーワードとした番組づ

くりを進めていくことは大変ありがたいことである。 

 

○  リーダーとなることを期待される若者を支援する新設番組の「東北発☆未来塾」

は、大変すばらしいコンセプトの番組だと思う。話題性だけでなく、若者の人間性

をしっかり見て選んだうえで番組に登場させてほしい。東北の将来を担うような、

リーダーになる若者を選んでほしいと思う。 

 

○  新設番組の中で特に「東北発☆未来塾」を楽しみにしている。山形県村山市に農

産物の生産、加工、販売を行う農業生産法人の「山形ガールズ農場」がある。この

農場は、女性のための女性の農業を目指し、農業を魅力ある職業にしていこうと活

動しているが、このように新しい方向性を目指している若者たちをどしどし紹介し

てもらいたい。 
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○  日曜日の午前６時台に「うまいッ！」が新設されるが、民放に似たようなコンセ

プトの番組がある。タレントが必ず「うまい」と叫ぶ番組であるが、この番組とど

のように差別化を図っていくかを楽しみにしている。 

 

○  金曜夜８時に新設される「団塊スタイル」では、最新のトレンドに加え、地域の

ことがわかっていくような情報も取り入れ、団塊世代の社会参加に役立つような番

組にしてもらいたい。団塊世代はかなり力を持っている。流行やカルチャーにも興

味はあるが、地域にかかわることも「団塊スタイル」の新たな姿ではないかと思う。 

 

○  ラジオの新番組「ｗｋｔｋラヂオ学園」は、「ワクワクテカテカ」のインターネッ

ト上の造語にあえてラジオの古い記述を付けた番組名で、若者世代を意識したもの

であるようだが、むしろ「レィディオ」の方が高校生には新鮮に受け止められるの

ではないかと思う。 

 

○  「バリバラ」と「スマイル！」は、Ｅテレの新設番組として紹介されたが、番組

タイトルに違和感をもっている。「バリバラ」は、障害者の日常生活をテーマにした

障害者情報バラエティー番組として紹介されたが、“障害者情報”と“バラエティ

ー”とは結びつきづらいように思える。番組名の「バリバラ」も、福祉関係に従事

されている方には抵抗感があるように思える。また、「スマイル！」では、発達障害

をかかえる子どもたちのつまずきやトラブルをアニメ化するということであったが、

なぜこれが「スマイル！」かと疑問に思う。 

番組名は、言葉としての響きや文字面から番組の内容をイメージするうえで、と

ても大事なものであると思う。また、子どもたちやお年寄りにも覚えやすく、わか

りやすい番組名としてもらいたい。 

 

○  「３．１１」から間もなく１年を迎えようとしている。被災者の皆さんの中には、

１年が過ぎてしまうことによる“風化”を懸念する声がある。新年度の番組編成の

中には、「あの日 わたしは」を午前１０時台に新設するということであったが、こ

の“風化”を防ぐ意味からも有効であると思う。ぜひ継続して取り組んでもらいた

い。 

 

○  東日本大震災関連報道の中で「被災３県」という言い方を耳にする。人的被害は

少なかったが、青森県も被災地の１つである。また、青森県の中でも津軽地方と沿

岸部の八戸市では完全に“温度差”が生じてきている。東日本大震災からの復興を

進めていくうえでは、被災地を限定することで支援が届かなくなったり、“温度差”

が増幅する懸念がある。 
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○  討論番組が少ないと、常々感じている。「日曜討論」はあるが、これは政局に触れ

たものであり、国会議員が主な討論者である。テーマとしては例えば、社会保障と

税の一体改革、若者の貧困、あるいは原発の再稼働といったものに対し、鋭く対立

する論点を討論していく番組があってもよいと思う。これまでも、その時々に討論

番組を放送してはいるが、これは不定期であり、特別な時に放送されている。テー

マに応じた専門家や当事者を入れて徹底的に討論し合う「徹底討論」番組を週１回

の定時編成として放送してもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組のタイトルは、わかりやすいネーミングが大切だと思う。制作

現場の意見も聞きながら、相談させてもらいたい。 

編成の重点事項として「２．東日本大震災を検証し、復興を支援す

る番組」を掲げている。この中では特に、“風化”を防ぐことを強く

意識しながら取り組んでいきたい。 

討論番組は、「ＮＨＫスペシャル」などで随時編成している。「さら

に放送枠を増やしてほしい」という意見はほかからも出されており、

さらに検討していく。 

 

＜「平成２４年度東北地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○  平成２４年度の重点事項では、「復興支援」や「大規模災害への備え」という新た

な課題に取り組む姿勢が書かれているが、ベースになるのは「地域密着」や「地域

からの発信」であることが、各局の重点事項からよく読みとれる。 

 

○  東北ブロックの重点事項にある「３．東北の魅力を伝え地域を元気づける」は、

“復興”をベースにしながら東北の魅力を伝えていくことになると思うが、番組や

イベントを展開する時に、ぜひアートとの連動に取り組んでもらいたいと思う。例

えば、３年ごとに新潟県越後妻有地域の里山を舞台に開催される「大地の芸術祭」

や秋田県仙北市での「蔵とアートをめぐるネオ・クラシック！カクノダテ」などが

あるように、地域に内在するさまざまな価値をアートを媒体として掘り起こし、地

域再生の道筋を築く取り組みとして注目されている。また、平成２６年には「第２

９回国民文化祭」が秋田県で開催されることになっており、ふるさとのすばらしさ

をアートの視点からも取り組んでもらいたい。 

 

○  東日本大震災から１年を迎えようとしている今、東北地方の大きな課題の一つは、

“風化”であり、その一方で“風評”が広がっていくことへの対処をどのようにし
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ていくかということだと思う。このためには、東北各県の行政などがそれぞればら

ばらに取り組んでいては対処どころか、全く前へ進んではいかないと思っている。

例えば、関西広域連合や、九州地方自治会が広域連合を作り出先機関の受け皿を作

っているように、東北として一つにまとまって取り組む必要があると思う。 

岩手県山田町のがれきを静岡県島田市に運び、今日から試験焼却されることにな

っているが、地元住民の強い反発を受けている。関東以西の方々にとっては福島か

岩手かという区別がつかず、放射線量が低くても「東北」だということで受け止め

られてしまっているのかも知れない。これをはね返すためには、「東北」が一つにな

り、アピールしていかなければならないと思う。そのためには、「東北」を組織し、

「東北」として運動を展開していかなければならないと思う。東北の各局が「地域

の魅力を掘り起こし発信する」は大事なことであるが、グランドエリアというか、

「東北」エリアの問題意識に立った番組のつくり方を進めてもらいたいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

金曜夜間の７時３０分からは、東北６県向けの放送枠として、６県

に共通した課題や話題を放送している。これは、平成２４年度も継続

し、同様の取り組みを行っていく。 

 

○  インターネットを通じて、全国各地の午後６時台の地域情報番組が見られるよう

な環境が進んでおり、とてもうれしく思う。東北以外の九州や四国の情報を得たい

という人にとってはとても有意義なものであると思う。 

ＮＨＫ各局のホームページは、デザインも色づかいもさまざまで、統一感がない。

せめてトップページは統一したほうがよいと思う。 

 

○  青森県南部の八戸地区と岩手県北部の二戸市や久慈市などとの交流が活発化して

いる。特に二戸市や久慈市は県北広域振興局を組織し、地域の技術、ノウハウ、人

材などさまざまな資源を活用しながら圏域の振興に取り組んでいるため、県の垣根

を越えた人的、経済的な動きがある。これは八戸地区の産業、経済にもさまざまな

影響があるため、盛岡放送局の「おばんですいわて」やニュースが青森県でも見ら

れるようになるととても参考になる。 

 

○  諮問された「平成２４年度東北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。 
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（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。 

 

＜一般番組について＞ 

 

○  ２月１０日（金）の東北Ｚ 直撃インタビュー・被災地の目線で「第４回 児玉

龍彦」は、福島県に住む多くの人が待ち続けていた番組だったと思う。これまで福

島には多くの有識者が現場に入って講演会を開いてくれていたが、その内容はまち

まちであり、何を信じてよいのかわからなくなっていた。この番組に登場した東京

大学アイソトープ研究所所長の児玉龍彦教授は、問題点の所在をわかりやすく、し

かも丁寧に解説してくれており、中学生や高校生が聞いても理解できる内容だった

と思う。福島の現状を自らのようにとらえ、政府や東京電力の不誠実な対応に対し

語気を強めたり、悔し涙を流す姿は、福島の人々の気持ちを代弁しているかのよう

に思え、深く共感した。ぜひ全国の皆さんにも見てもらいたい番組である。 

 

○  東北Ｚ 直撃インタビュー・被災地の目線で「第４回 児玉龍彦」は、東日本大

震災関連番組の中で、最高の番組だった。番組が４３分間にまとめられていること

を考えると、１時間以上にもおよぶロングインタビューであったと思われるが、教

授はひざを全く開かず、手を真っ直ぐに伸ばしたまま、常に正面を向いてインタビ

ューに応えていた。話の内容もすばらしいが、この紳士的な態度に児玉教授の課題

に向き合う姿勢が強く表れており、強い感銘を受けた。放射能との戦いは３０年、

６０年も続くことになる。この番組に登場した児玉教授のように信頼できる有識者

からの提言を基にした番組を、継続して制作し続けてほしい。 

 

○  東北Ｚ 直撃インタビュー・被災地の目線で「第４回 児玉龍彦」は、私も泣け

た。「３．１１」は、多くの人々の生き方を変える出来事だっただけに、研究されて

いる方々の真意が試される。インタビューに応えてくれた児玉教授も、たびたび番

組に登場してくれている民俗研究家の結城登美雄さんもそうであるが、これまで東

北各局がよく追いかけ続けてくれている。これからも継続した取り組みをお願いし

たい。 

 

○  東北Ｚ 直撃インタビュー・被災地の目線で「第４回 児玉龍彦」では、「３．１

１」以降に登場している科学者や専門家のいい加減な発言や誤った解説などを見聞

きしてきた中で、「専門家と言われる人たちは、どのようにあるべきか」ということ
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を児玉教授自身が体現し、発言しているところに、この番組の意義があったと思う。

児玉教授の言わんとすることを順序立てて、インタビュー形式で紹介する手法が、

見る側にすんなり入ってきたと思う。大変よい構成だったと思う。 

 

○  東北Ｚ 直撃インタビュー・被災地の目線で「第４回 児玉龍彦」では、東京電

力福島第一原子力発電所の事故以来の放射能拡散のメカニズムや健康被害予防の手

段、“除染”の具体的手法あるいはその早期実施がなければ福島県からの人口流出に

歯止めがかからないなどについて、熱く語ってくれていた。特に対策が急がれる

“除染”については、セシウムが染み込んでしまった家屋や土壌は、水による洗浄

では効果がなく、削り取るかそっくり交換してしまうことが必要だと言っているが、

予算措置も含めてそれぐらいの覚悟で臨まなければならないと私も思う。 

また児玉教授は、放射性物質が北西方向に拡散する可能性が高いことをＳＰＥＥ

ＤＩ（緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム）が３月１５日に予測して

いたにもかかわらず、これが公表されなかったことを強く批判していた。何も知ら

されずに北西方向に避難した多くの住民のことを考えると、私も強い憤りを感じる。 

このＳＰＥＥＤＩの予測については、３月２３日に初めて公表されることになるが、

それまでは、「直ちに人体に影響を与えるような数値ではない」と政府は言い続け、

マスコミ各社も同様のスタンスでの報道が続いていた。ＮＨＫもＳＰＥＥＤＩの存

在を報道していなかったように思う。この点は、ＮＨＫとして十分な検証の必要が

あると思う。 

 

○  東北Ｚ 直撃インタビュー・被災地の目線で「第４回 児玉龍彦」の中で児玉教

授がＳＰＥＥＤＩの存在を３月２３日まで公表されなかったことに関し、「言論の自

由を封殺されていた」と語っていた。政府はこの間、一環して「直ちに人体に影響

を与えるような数値ではない」と言い続け、それを裏付けるような専門家と言われ

る人が登場していた。この発表と異なる見解を示すことは、風評被害を招き、パニ

ックを引き起こしかねないとの判断があったのだろうとは思うが、メディアの役割

としてはどうだったのかと思う。これを教授は「言論の自由を封殺されていた」と

表現した。ぜひ全国に紹介してもらいたい番組である。 

 

（ＮＨＫ側） 

東北Ｚ 直撃インタビュー・被災地の目線で「第４回 児玉龍彦」

については、東北ブロックでの再放送を予定している。（２月２５日

（土）総合 前10:30～11:13 東北ブロック）また、全国放送も検討し

ている。 

東日本大震災の直後に発生した福島第一原発事故では、さまざまな
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事が同時進行で進んでいく中で、ＮＨＫの備えや事前の予備知識は十

分なものとは言えなかった。まさに走りながらさまざまな体制を整え

ていくという状況でもあり、反省する点は多々あったと思う。これら

の点は、３月２２日(木)のＮＨＫスペシャル 放送記念日特集「ＮＨ

Ｋと東日本大震災～より多くの命を守るために～」などに向けて、し

っかり検証していこうと思っている。 

 

○  １月７日(土)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“震災失業”１２万人の危機」 

(総合 後7:30～8:43)で紹介された復興ファンドに参加している支援者を石巻市に案

内するツアーに同行したが、この方々の中で番組を見たという人はいなかった。 

この番組の世帯視聴率は仙台地区で１１％、関東地区で７．５％であったと聞い

ているが、数値の大小ということよりも、実際にお金を寄付している方たちでさえ、

番組を見ていないのには驚いた。 

例えば、東北６県から関東エリアの放送局に働きかけ、関東向けの震災関連番組

を作ってもらうといった工夫をするなど、東北以外の方々の関心を高めていかない

と震災が“風化”し、どんどん忘れられていくのではないかと思っている。 

 

  （ＮＨＫ側） 

ＮＨＫは、全国に５３の放送局を設置し、全職員の６割を地方の放

送局に配置している。この体制のもとで全国放送やブロック放送、あ

るいは放送局による県域放送という３段階の放送形態をとっているが、

世界にさまざまな公共放送があるなかで、地方の放送局や地域番組の

充実に取り組む放送局はＮＨＫだけであると自負している。こうした

体制のもとで、その放送形態を最大限に生かした取り組みを今後とも

充実させていきたいと思っている。間もなく震災から１年を迎えよう

としているが、視聴者の側の“風化”に対し、どのように向き合って

いくかも含め、今後しっかり取り組んでいきたいと思う。 

 

○  １月２７日（金）のクローズアップ東北「海の力で三陸を創れ～海洋発電が拓く

被災地の未来～」は、新産業創出に向けたいくつかの取り組みを紹介していた。岩

手県三陸海岸の波や風、あるいは地熱などの再生可能エネルギーの活用は、今後日

本が取り組むべき課題を提案してくれており、日本のエネルギー施策の方向性を示

唆するものであるように感じた。 

 

○  １月２９日（日）の証言記録 東日本大震災 第１回「岩手県陸前高田市～消防

団が見た巨大津波～」(総合 後4:45～5:28)では、自分や家族の命を危険にさらし、
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多くの仲間を失ってもなお、消防団としての活動を続けた陸前高田市消防団の高田

分団の当時の様子が証言から描かれていた。消防署からは何の指示もない中、分団

長が下した決断は、結果として多くの住民を救うことになるが、リーダーとしての

判断が問われる場面が随所にあった。もしあれが自分だったらどうするかを考えさ

せられ、とても印象に残る番組だった。 

 

 （ＮＨＫ側） 

「証言記録 東日本大震災」や「あの日 わたしは」は、証言して

くれた皆さんの話とともに、現地の地図に浸水した地区や倒壊した地

域を落としこむなどの詳細なデータも盛り込み、長く保存していこう

と思っている。またこれを「証言アーカイブス」という形でインター

ネットで公開することも予定している。 

 

○  ２月１０日（金）の２１人の輪～震災のなかの６年生と先生の日々～（９）「もう

すぐ旅立ち ずっと友だち」(総合 後7:32～8:01 福島単)は、子どもたちが、クリ

スマスパーティーで、前の年と同じケーキを作り、亡くなった子の思い出をよみが

えらせるという内容であった。番組は、悲しみを抱えながらも前向きに生きようと

する子どもたちの姿を描いていたが、できるだけ明るくふるまう子どもの姿に、切

なさを感じた。友人や家族、知人を亡くした複雑な心境や津波に対する恐怖心を心

の奥にしまったままであるように思えてならない。番組としてはこれでよいのかも

知れないが、表面に表れないこの子どもたちの心の奥に思いやり、丁寧なケアに心

を砕いてもらいたいと思う。 

 

○  ２月１１日（土）のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“魚の町”は守れるか～あ

る信用金庫の２００日～」は、気仙沼信用金庫の信金魂というか、底力を描いた番

組として感動しながら見ていたが、番組の終盤にさしかかるあたりから疑問が湧い

てきた。産業復興に全力で支援にあたる信金と、債権の回収を優先するメイン銀行

を対比させながら番組が展開していたが、このように簡単に黒白を付けてよいもの

だろうか、メイン銀行がまるで悪役のように描かれてよいものだろうかと思った。

信金のスタンスは見事であるが、信金以上に銀行も苦悩があるはずで、これが200日

を費やした取材の集大成とはとても思えない結末で終わってしまったという印象を

強く持った。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“魚の町”は守れるか～ある信用金庫の２００

日～」は、東日本大震災という未曾有な災害に見舞われた時の金融機関が果たすべ

き役割や金融の意味を、一から問い直しているような番組だった。しかし、メイン
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銀行内の動きが全く見えず、言外に批判しているかのように感じたのは私ばかりで

はないと思う。メイン銀行側にも何らかの事情があったはずであり、そのあたりも

取材してもらえれば、トータルとして完成度の高い番組になったと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“魚の町”は守れるか～ある信用金庫の２００

日～」では、被災地企業を支援し続ける地元の信用金庫の姿が伝えられていた。し

かし、銀行にもさまざまな事情があったはずである。番組では、信用金庫側からの

一方的なとらえかたで描かれていたことは残念に思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“魚の町”は守れるか～ある信用金庫の２００

日～」は、信用金庫の奮闘ぶりに頭の下がる思いで見た。 

番組としては、水産加工場を再建するための資金として３億円、メイン銀行の債

務を合わせて７億6000万円を気仙沼信用金庫が全額融資することで完結するが、会

社経営としてみた場合は、なかなか難しい面があると思う。７億円を超える金額を

１０年か２０年で返済していくということは大変な努力が必要になる。地域復興を

旗印に今回の再建を計画した会社の決断には敬意を表するが、この決断が会社にと

って果たして最良のものであったかの疑問は残る。 

また番組では、メイン銀行側のコメントが一切紹介されていないが、銀行にもさ

まざまな事情があったと思う。銀行側へも取材し、もう少し詳しく伝えてもらいた

かった。番組を見た人の多くは、銀行に対する不信感のみを募らせることになった

のではないか。この結果が東北の銀行への風評被害を引き起こすことになりやしな

いかと強く懸念する。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“魚の町”は守れるか～ある信用

金庫の２００日～」については、金融機関への取材が難しいなかで、

地域再生に向けて奮闘する信用金庫の姿を、長期にわたりよく取材で

きたと思っている。しかし、信用金庫とメイン銀行をあまりにも簡単

に対比して描き過ぎた面があったと思う。 

 

○  「青春リアル 特別シリーズ 福島をずっと見ているＴＶ」は、福島に対する懸命

な応援のエールとなっている。番組で紹介されているような一般の人たちの声は、

本当に力になる。 

 

○  １月３０日(月)の「やまがたニュースアイ」の中で、強い毒性が問題視されてい

るＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニール）を分解する新たな微生物が発見されたという企
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画をリポートしていた。日本では、平成２８年までにＰＣＢ処理を終えなくてはな

らないが、処理施設の能力の問題から目標達成が難しいとされてきた。「やまがたニ

ュースアイ」ではいち早くこの新発見に着目し、発がん性のあるＰＣＢ処理のスピ

ード化の可能性を丁寧に伝えてくれた。 

 

○  １月１日(日)から始まった、「開拓者たち～大型ドキュメンタリードラマ～」(Ｂ

Ｓﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後9:00～10:27ほか)は、震災で苦労している現状と重なるものが多く、身

につまされる思いがした。人間は非常の場合にどうすればよいかや、耐乏生活の中

でも常に生きる望みを失ってはいけないなど、激動の時代を生き抜いた人々の強さ

を感じる非常によいドラマだった。 

 

○  １月２１日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生「生み出せ！“危機の時

代”のリーダー」(総合 後7:30～8:45、後9:00～10:13)は、「なぜ日本にはリーダ

ーが育たないのか」、「国際社会に通用するリーダーをどう育てるのか」、「スティー

ブ・ジョブズのような傑出した起業家を生み出すには何が必要か」などをテーマに

有識者と市民がスタジオで討論する長時間番組であった。討論番組は結論を見出す

というよりは、討論の過程で見えてくるいくつかのポイントが整理されてくるもの

であるが、この討論では、「ジョブズやイ・ゴンヒ社長のような強力なリーダーの

もとで働きたいか…」や「日本のリーダーは、引っ張る型か話し合い型か…」など

といった仮定の設問があまりにも大き過ぎて、なかなか議論がかみ合っていなかっ

た。討論番組は、ある程度論点を絞り込み、具体的なテーマに沿った議論を交わし

合うようなものでないと、なかなか見てはもらえないように思った。 

 

○  １月３０日（火）の「プロフェッショナル 仕事の流儀」は、昨年２月１４日の

「時代を超えろ、革命を起こせ～デザイナー・石岡瑛子～」のアンコール放送だっ

た。石岡さんがデザイナーであり、１月２７日に亡くなったことは新聞を見て知っ

てはいたが、これほどの人物であったことは番組を見て、はじめて理解した。世界

のトップで戦うということは才能や努力だけでなく、デザイナーとしての執念が必

要であることを強く感じさせられたが、亡くなって３日後にアンコール放送すると

いう、機動的でタイミングを得た編成だったと思う。 

 

○  ２月５日(日)のＮＨＫアーカイブス「生涯青春“カーネーション”小篠綾子の人

生」(総合 後1:50～3:00)では、小篠さんの過去の映像記録を再構成して紹介して

いた。ＮＨＫには膨大な映像がアーカイブスに保存されていると思うが、このアー

カイブスの中にはドラマの主人公としてモデルとなる人物も数多く残されていると

思う。これらの記録を発掘し、番組化を進めてもらいたい。 
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○  ２月５日（日）のコロンビア白熱教室 第１回「あなたの人生を決めるのは偶

然？選択？」(Ｅテレ 後6:00～6:58)では、コロンビア大学ビジネススクールのシ

ーナ・アイエンガー教授による「選択こそ力なり」という生きるための強烈なメッ

セージに触れることができた。大学の講義を一般の人が受講することは難しく、ま

して海外の超名門大学の講義を聞くことがない中では、ありがたい機会を与えても

らったと思う。今後の放送を楽しみにしている。 

 

○  ２月８日（水）のクローズアップ現代「将棋コンピューター こうして元名人に

勝利する」では、コンピューター将棋ソフト「ボンクラーズ」が元名人の米長邦雄

永世棋聖を破ったことを取り上げていた。この番組で疑問に思ったのは、なぜ米長

さんが対戦相手に選ばれたのかという点と、米長さんが中盤に打った定跡とは思え

ない意外な一手だった。「ボンクラーズ」は、人間が打ちそうな手を自ら学習する

「機械学習」によってプロ棋士並みの強さを手に入れたということだと思うが、現

役のプロの高段者が定跡どおりの手を打ち続けていれば、勝敗はどのようになった

かを解説してほしかった。対局後に米長さんが「かつての大名人・大山康晴と戦う

ようだった」と語っていたらしいが、コンピューターの能力というよりは、勝負と

していったいどうだったのかが最後まで疑問に残る内容だった。 

 

○  ２月１１日（土）の双方向解説 そこが知りたい！「世界はどうなるのか」(総合 

前10:05～11:52)では、第１部から第５部にテーマを分け、解説委員が世界情勢を冷

静に解説していた。余計な感情を入れず、客観的に世界情勢を分析しているあたり

は、ＮＨＫならではのものであり、多くの人に見てもらいたい番組である。 

 

○  ２月１２日(日)のＮＨＫスペシャル「ここまで来た！うつ病治療」では、ひとく

くりに「うつ病」と診断されてきたものが、さまざまなタイプの精神疾患が含まれ

ているという、診断自体に大きな間違いがあったということに驚いた。「うつ病」

は大きな社会問題となっている中で、明るい兆しが番組から見えてきた。 

 

○  ２月１４日(火)の発掘アジアドキュメンタリー「バンコク 路上の子どもたちを

救え～ストリートティーチャーの奮闘／紛争地帯に生きる～カシミール地方 少年

の日々～」(ＢＳ１(15日) 前0:00～0:49)では、バンコクの路上で厳しい生活を続

けている子どもたちを救済するストリートティーチャーの活動や、カシミール地方

で警察が使った催涙弾の薬きょうを集めて生計を立てている少年の日々に密着し、

ひたむきに生きる姿を紹介していた。ありのままの姿を描くことは、その国の人た

ちが自国の問題に目を向けていくことにつながると思う。 
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○  「ＮＨＫニュース おはよう日本」の中で、午前６時１６分ころから気象情報が

中継で伝えられている。気象予報士の方が「今朝は、とても寒いです」と言うこと

があるが、どこのことを言っているのかよくわからない。気象予報士が感じたまま

を伝えてくれているとは思うが、全国向けの気象情報であることを念頭においても

らいたい。 

 

○  大河ドラマ「平清盛」は、メイクや衣装に相当こだわった考証がなされており、

当時の武士の立場や身分、生活のようすがリアルに描かれている。 

 

○  大河ドラマ「平清盛」の題字を書いた金澤翔子さんを、書家として発掘したＮＨ

Ｋに敬意を表したい。金澤さんは、東日本大震災に際し、「共に生きる」や「三陸復

興」などの書も寄せており、東北に力を与えてくれている。 

 

○  平成２５年の大河ドラマ「八重の桜」は、福島県会津地方出身の新島八重さんが

ドラマの主人公である。新島さんは「幕末のジャンヌダルク」や「日本のナイチン

ゲール」と呼ばれることがあるが、新島さんが会津の出身であることを知らない東

北地方の方も多いと思う。東北地方が大河ドラマの舞台になるのは久しぶりであり、

関連番組も含めて「八重の桜」を大いに取り上げてもらい、東北全体で盛り上げて

いってもらいたい。 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２４年１月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１月のＮＨＫ東北地方放送番組審議会は、１９日(木）、ＮＨＫ仙台放送局において

１０名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、視聴番組のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“震災失業”１２万人

の危機」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。 

最後に、２月の番組編成について説明の後、放送番組モニター報告と視聴者意向報告

が行われ、会議を終了した。 

主な審議状況は、次のとおりである。 

 

（出席委員） 

委 員 長  佐 藤 令 一  （（株）七十七カード 取締役社長） 

副委員長  佐 藤  瀏  （岩手大学 名誉教授） 

委 員   浦 沢 み よ こ  （（株）インターサポート 代表取締役） 

 折 原  亨  （学校法人原田学園山形女子専門学校 校長） 

 是 永 幹 夫  （（株）わらび座 取締役） 

 佐 竹  勤  （東北電力（株） 常務取締役） 

 島 守  賢 （（株）ダイマル 代表取締役会長） 

 鈴 木 素 雄  （河北新報社 論説委員会委員長） 

 増 子 恵 美 子 （福島学院大学附属幼稚園 園長） 

 蓬 田 隆 子  （（株）リブレ 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“震災失業”１２万人の危機」 

（１月７日(土)総合 後7:30～8:43）について＞ 

 

○  番組に登場した方々の困窮している現状が詳細に伝えられており、失業している被

災者の現実の姿が描かれていた。 

水産加工業に携わっていた末永政次さんは、２人の息子さんも失業されたというこ

とであった。加工場の再建には沿岸の地盤自体のかさ上げが必要であるが、会社単独

での復旧には多額の費用が必要となり、再建のめどは全く立っていない。沿岸部の水

産業の復旧が遅れている現状には、地盤沈下の問題が大きく影響していることを知っ

た。また、４５歳の保険外交員をされていた方もなすすべもなく、酒におぼれる心境

を切々と語ってくれるなど、とてもいいドキュメンタリー番組だった。 

一方、番組の中にＮＰＯやＮＧＯの民間力を活用し、操業を再開したかまぼこ製造
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業が紹介されていた。復興に向けたバイタリティーを強く感じることができたが、本

来国が行うべき支援が一般庶民に転嫁されている状況が見え、やりきれなく感じた。

政府はなぜできないのか、なぜ支援が遅れているのかを切実に感じさせる番組だった。 

 

○  とても丁寧な取材の上に番組が構成されており、涙しながら番組を見た。元タクシ

ードライバーの佐藤隆一さんが「１日を過ごすのも大変なときがある」と言っていた

が、この言葉は被災地の全体を言い表しているように思えた。働きがいや生きがいを

通じ、人の尊厳が形作られるということを描いた番組だったと思う。仕事がないこと

で心の張りを失い、家族の絆さえも危うくしてしまう。人が生きていく上で何が重要

なのかということがとてもよくわかった。 

美容室を営業していた米谷康予さんやすし店を営んでいた佐藤博さんのような自営

業者には失業給付がないということはあまり知られておらず、経済的により深刻な状

況にあることを初めて知った。ＮＨＫが番組で取り上げてくれることで、寄り添う気

持ちが湧きあがってくる番組だった。 

 

○  この番組は、宮城県石巻市の開成団地に避難している被災者全員に対して行ったア

ンケート調査結果をベースにデータが集約されているため、問題点の整理がよくでき

ていたと思う。またアンケートに答えてくれた方々の声をベースに番組が構成されて

おり、見る側に迫ってくる力を感じる番組だった。 

東日本大震災は、阪神・淡路大震災とは異なり、津波によって家族も家も、そして

仕事も無くしてしまうという二重、三重の苦難を背負わせているということである。

水産加工業に従事していた末永さんの求人が土木建築しかないという現実は、「自分

の経験を生かしたい」という多くの方を代弁したものだと思う。また、匿名で出演さ

れた元保険外交員の方の「本当は生きていなければよかった。石巻は嫌いだ」という

言葉は自暴自棄なところまで追い込まれ、生きる限界まで追い詰められたような過酷

な現実をあからさまにカメラに訴えた姿だったと思う。 

二重ローンの解消に悪戦苦闘する美容師の米谷さんを通じては、自営業者の深刻な

状況と立ち直ろうと八方手を尽くしてみても結局、行政は自分たちが用意したものに

合わない支援は行わず、求める側に応える支援ができていないという、つけ焼き刃的

な施策が露呈していた。被災された方はもちろんのこと、番組を見ている側の多くの

人が無力感を持ったのではなかったか。 

一方、石巻市や他の沿岸部の被災地の基幹産業は水産業であり、この復興が急がれ

ることは言うまでもないが、誰がどこから、どのように手をつけていけばよいのかと

いう本質的なものが番組からは見えてこなかった。例えば、地盤沈下のためのかさ上

げは土地利用計画と密接に関わっているが、この計画はどうなっているかや、水産加

工業に不可欠な冷凍倉庫を再建するための資金はどうなっているかなど、さまざまな
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問題がある。国あるいは自治体の役割なり、復興に向けた手順をどうするかというも

のを見せてもらいたかった。 

経済評論家の内橋克人さんが「生きていくために、ふさわしい仕事を」、「公的な支

援は、量的な考え方では人々を救うことはできない」と言っていたが、ごく一般論で

終始したように思う。また、ＮＧＯの取り組みを紹介していたが、これは小さな希望

の一つではあるが、かえって問題の本質を見えづらくしてしまったのではないかと感

じた。 

番組タイトルの「“震災失業”１２万人の危機」の“１２万人”の根拠がよくわか

らなかった。厚生労働省のいう７万２千人との関係はどうなのか。日本総研の数字を

基に出した推計値であったようだが、その推計のしかたをしっかり説明してほしかっ

た。 

 

○  “１２万人”は、東北全体の被災失業者ということであったが、東日本大震災に

よる失業というとらえ方をすれば、その規模はさらに増加すると思う。むしろもっ

と広い範囲で震災失業をとらえるべきではなかったか。 

また、水産加工業の工場が被災し、失業した人が多く出ているが、これに対する

補助に充てる補正予算はわずかな額であり、中小企業庁が管轄している。水産庁の

補正予算は、そのほとんどが漁業者に対する補償である。末永さんが勤めていた会

社が再建のめどが立たない一因もこのあたりの事情が影響しているのではないかと

思う。もう少し詳しく取材してもらいたかった。 

二重ローンの問題に対し、国は「助ける」と言いながら、何もできていないこと

を改めて感じた。全体復興を進めていく場合、自力で何とかできる人はともかく、

やろうとしてもできない人を何とかしてもらいたいものだという気持ちを強く持っ

た。 

震災から１０か月が経過し、同じ東北地方の中でも、あるいは同じ県の中でさえ

も被害の程度に大きな差があることから、それぞれの思いに温度差が生じてきてい

るように思える。まして全国的にはさらにその格差は大きくなっていると思う。今

回の問題は、一つの町や市だけで解決できるものではなく、行政間やさまざまな民

間力を結集していかなければ解決できない大きなテーマである。ＮＨＫは、全国に

向けた番組化を継続し、被災地の問題を全国に発信し続けてもらいたい。 

 

○  “１２万人”をＮＨＫが番組タイトルで使うことで「被災地では失業者が１２万

人と言われているが…」となり、数字が一人歩きし始め、２次情報、３次情報とし

てどんどん流れていきかねない。そのためにも数字の根拠はしっかり明示してもら

いたかった。 

番組では、水産加工業に従事していた人や元タクシードライバー、あるいは二重
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ローン解消に奔走する美容師など、さまざまなケースを取り上げ、丁寧な取材の結

果が描かれていた。特に開成団地の1,100世帯を対象に行ったアンケート調査結果に

基づき番組の骨格が構成されており、極めて説得力のある番組となっていた。この

点は高く評価したい。 

一方、番組を見終わった後、出口が見えない絶望感を抱いてしまった。これは多

くの視聴者も同じように感じたのではなかったか。特に番組の最後の部分に登場し

た３人の識者からは何らかの解が得られるのではないかとの期待があったにもかか

わらず、いずれも観念的なインタビューに終わってしまったことと、鎌田靖キャス

ターのコメントが「ＮＧＯは頑張っているが、根本的な解決策にはならない」と一

般論で終わってしまったことが原因していると思う。 

今年は復興元年といわれている中で、マスコミは「３．１１」の検証とその悲惨

さを伝え続けることと同時に、もう一段ギアチェンジし、政策提言能力を持たなけ

ればいけないような状況になってきていると思う。例えば、水産加工業の再生に向

けては、地盤のかさ上げが中小零細企業単独の資金では難しいとなれば、協業化と

か共同経営のような形態を提言していくなど、具体的な解決策を提示していかなけ

ればならないように思う。 

被災地の復興に限らず、行政の動きは確かに鈍い。美容師の米谷さんが問い合わ

せた産業復興機構はワンストップの窓口とは言いながらおざなりの対応でしかなか

った。番組としては、この窓口に取材すべきではなかったか。窓口機能が果たせな

いのはどうしてかを取材してほしかったと思えてならない。動きの鈍い行政を動か

してみるのも番組としてできる一つの手立てではなかったかと思う。 

 

○  震災関連番組を見ながら最近特に思うことは、全国の皆さんはどのような思いで

番組を見てくれているかである。今回のテーマである被災地における失業の問題や

放射能に関連するさまざまな問題をどのように受け止めてくれているかが見えてこ

ない。番組を見た全国の視聴者はどのように反応したか、その結果どのような変化

があったのかなどの動きや感想を聞かせてもらいたいと思っている。 

開成団地に住む被災者の皆さんに対するアンケートは、１軒１軒のお宅に直接出

向き、聞き取りしながら調査を行ったとのことであるが、その対象が1,100世帯にも

及んだことと、何よりも足を使った調査であることの努力に感服させられた。また、

番組の中で被災者と会話しながら調査を行っているシーンが紹介されていたが、被

災者にとっては自らの境遇を人に話すことで、心理的な安定感を得ることにも役立

ったのではないかと思う。 

また、アンケート結果が図や表を使い、分かりやすく伝えられていた。これは、

ナレーションだけではなかなか理解できない方、特にお年寄りの方々を意識されて

のことと理解しているが、このような姿勢はとても大事だと思う。 
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「震災後石巻市を離れた人が8,000人」や「自営業者の６７％が失職し、このうち

の３２％が５万円以下の収入」など、調査結果から見えてきたデータが公表された

が、この意味はとても重いと思う。例えば、行政を動かすにしても具体的なデータ

がないとなかなか難しい面がある。その意味では、この番組は、社会的貢献度の高

いものであったと思う。 

番組で紹介された方々の人生の一端に触れはしたものの、視聴者の一人としては、

この方々のその後がとても気になる。どのような努力があり、その後どうなったか

を知らせてもらいたいと思う。 

 

○  被災地最大の仮設住宅、開成団地の全世帯を対象とした聞き取り調査の迫力とい

うか、番組のベースをそこから立ち上げたということの説得力はとても強かった。

開成団地だけで「死にたい」、「絶望しかない」という方が３９％、全体の４割にも

達しているという結果と、実際にアンケートに書かれた筆跡などからは、考えるこ

とが多々あった。 

実際に震災失業、震災無縁、第二の被災というような状況がここまであるという

ことは、二次被災地の秋田から見ても本当にびっくりするような実態だと思う。 

この番組は、「やる気あります、ノウハウもあります、でも仕事がありません」と

いうことの実態を突きつけたものであると思う。しかし、石巻市に復興に必要な財

源がなかったら県はどうか、国はどうかを追ってほしかったと思っている。 

また、番組の最後に登場した３人の専門家のコメントは、あまりにもあたり前過

ぎて、あの時間がもったいなかったと思う。 

1,100世帯に対するアンケート調査は本当に大変だったと思うが、できれば被災地

の全体の実態がどのようになっているかも調査してみるなど、取り組みを続けても

らいたいと思っている。 

 

○  被災され、職を失った方々の立場や境遇などが多面的な視点で構成されており、

非常によい番組だったと思う。特に、アンケート調査結果から読み取れる「生きる

目的がほしい」を軸に番組が展開されており、とても整理された構成になっている

と感じた。 

番組の要所要所に鎌田キャスターが登場したり、あるいは話の区切りの部分に図

や表が紹介されており、とてもわかりやすかった。 

アンケートの調査結果から見えてきた一つ一つの事象に焦点を当てながら番組が

構成されていたが、「大変だったね」、「頑張っているね」、「でも、だめだよね」で終

わってしまっているように思える。番組としては、もう一歩踏み込んでもらいたか

った。同じような境遇にある人が光を見出せるヒントや手立てを示してあげること

で、具体的なアクションにつながるような番組にしてもらいたかった。 
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産業復興機構の窓口対応がワンストップになっていないという現状を見せてもら

ったが、行政とのやりとりがうまくいかないということは日常的にもよく聞く話で

ある。震災という特別な事情があるにもかかわらず、やはりマニュアルどおりであ

ることを実感した。 

今回のさまざまな課題をもとに、１１月１８日(金)の「徹底討論 ふるさと宮城

の復興は」(総合 後7:30～8:43 仙台単)のように、宮城県知事と被災者が直接討論

し合える機会へ発展すれば、この番組がより生きてくるのではないかと感じた。 

 

○  震災で失業し、生活に困窮している人がこれだけ多いことを伝えてくれたことは

高く評価する。 

被災した３県の求人倍率が４月の0.45倍から0.73倍に上昇はしているというデー

タが紹介されたが、水産業の再建が遅れていることから求人が伸びず、末永さんの

ように水産関係に就職を希望する人が職に就けていないというケースもあり、求人

に対して職を求める側が業種を選択しているという結果が表れていると思う。働き

たいと言っていながら、自分の希望に合わない場合やミスマッチなど、そういう問

題が実際に今起きている。震災失業“１２万人”とは言うが、数字だけで言うと誤

解されかねない。 

また、この石巻市だけでも町を離れてしまった人が8,000人にも上るという現実を

どのように見るべきか。美容院を再建したい米谷さん、すし屋を再開したい佐藤さ

んの訴えは伝わりはしたものの、そこに住む人がいなくなったらどうなるのかを考

えてしまう。行政の動きが鈍いとか、行政が遅れているということは、とりもなお

さず住民の町ばなれが進む結果となってしまっている。市役所は「市の管轄ではな

い」と言い、県は「国が動かない」と言っている場合ではないということが現実に

起きている。しかし被災者は何とか生きていかなければならない。震災から１０か

月も経った今、ＮＨＫに最も期待したいのは、どのようにすれば特効薬が得られる

かや、どうすれば見つけ出してやれるかというところに視点を変えてもらいたいと

いうことである。例えば、亀山石巻市長と村井宮城県知事、それと平野復興担当大

臣の３人を交えた討論番組を企画してみるとか、思い切ったところまで踏み込んで

もよいのではないかと感じている。水産加工場が作れないのは何が問題か、美容院

を開設するための支援はあるか、町へ人を呼び戻すにはどうするかなどの視点に立

った取り組みが必要ではないかと思う。 

 

○  大変よい番組ではあったが、なぜ今この失業問題なのかということを考えた。震

災から１０か月も経過し、そろそろ失業保険が切れる人が出始めている。セーフテ

ィネットがなくなるが働く場所がないということが番組企画の出発点ではなかった

かと思う。 
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番組で紹介された方々の苦悩はよく理解できる。困窮している現状も伝わってき

た。確かに石巻市は、津波によって水産加工場の多くが壊滅し、また地盤沈下によ

り今なお海水が沿岸陸地を浸食している状況にある。この現状を見ると、かさ上げ

工事の後に新たに工場を建設しなければならず、水産加工業を再開するためには相

当な資金と時間が必要であることがわかる。水産加工業が立ち直らなければ以前の

ような職には就けないということになるが、それが１年後か２年後かというもので

はないと思う。 

被災され、職を失った方は非常に気の毒ではあるが、昔と同じような労働条件で

同じ職に就きたいと願いながら職探しをしている。長期的には可能かも知れないが、

失業保険が切れかけている今、同じ条件の職を求めても残念ながら希望がかなう状

況にはないと思われる。しかし、生きていかなければならない。何とか食いぶちを

稼がなければならないというところに苦悩がある。 

内橋さんや第一生命経済研究所の熊野英生さんのコメントがあまりにも一般的で

あるという意見が出ているが、もう少し早い時点で、識者の提言を得る機会があれ

ば、これほど深刻な事態にまでは至らなかったのではないかと思う。 

米谷さんの二重ローンの問題では、産業復興機構に相談したのがおそらく昨年の

１１月で、相談センターが開設した直後ではなかったか。産業復興機構は二重債務

対策の一環として相談センターを開設したが、その対象は再建の可能性の高い事業

者で、比較的優良だった企業であったように思う。 

産業復興機構のほかに東日本大震災事業者再生支援機構が新たに開設され、宮城

県では３月初旬には立ち上がることになっているようである。美容院の再開を計画

する米谷さんのケースは、この再生支援機構が具体的な相談にのってもらえるので

はないかと思う。うまくいけばいいなと願うばかりである。 

１１月の「徹底討論 ふるさと宮城の復興は」では、雇用問題と放射能問題がテ

ーマになっていなかった。特に雇用問題は難しい課題ではあるが、今回の番組を機

に、一つの考え方をぜひ提言してもらいたいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

皆さんから「提言型の番組にできなかったのか」という意見が出され

ているが、この番組は事実の重さの中で語れるものに特化したものであ

る。東日本大震災で被災した東北３県の基幹産業の中では、最もその被

害が甚大だったのが水産業であったため、雇用問題を語るときに水産業

の復興なくしてこの問題は解決しないと考えた。漁港集約や特区の話も

あるので、今後プロジェクトを組み、具体的な提言型の番組化を目指し

たいと考えている。この問題に取り組む以上、１０年後に復興がもし遅

れていたら、「自分たちの責任である」くらいの気概をもって取り組ん
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でいる。具体的には、４月に「クローズアップ現代」から始めていきた

いと思っている。 

  “１２万人”について、現時点で震災失業者を何万人と言っている

公的機関はない。厚生労働省のハローワークベースでは７万２千人と

いう数字が出ているが、これはあくまでも失業給付を受けている人の

数である。当初はこの数字を使う予定であったが、アンケート調査結

果が次々に上がってくる中で、自営業者の生活が困窮している状況が

見えてきた。しかし、八方手を尽くしても被災し、職を失った自営業

者の実数を把握することはできず、日本総研や帝国データバンクと東

京商工リサーチなどの持つデータも含めて、推計ベースで“１２万

人”とした。実際は２０万人規模の失業者が実在する可能性もあるが、

少なくとも推計で１２万人は失業していることを伝えておく必要があ

ると判断した。 

  番組の軸となっているアンケート調査は、今被災地がどのような状

況になっているか、生活はどうか、仕事はどうかを知る手段として取

り組んだ。石巻市の仮設住宅である開成団地に住む方々を対象に昨年

１０月初めから行った。３０項目にわたるアンケートであり、個人情

報が詰まったものであることから、その取り扱いを限定するためにデ

ィレクターが６名、記者３名で、２か月にわたって聞き取ったもので

ある。 

  調査を進めていく中で、被災者の多くが非常に困窮している現状が

浮かび上がってきた。またそのほとんどが自営業者だということもわ

かってきた。このため、自営業者の人たちの現状を番組の中で伝えて

いかなくてはならないと思った。 

  経済評論家の内橋さん、社会学者の宮本みち子さん、第一生命経済

研究所の熊野さんには、東北にとどまらず、関東や関西の視聴者の皆

さんにも番組の目的を理解してもらうため、一般的ではあるが、噛ん

で含んで伝えられる意見を入れた方がよいと判断し、登場してもらっ

た。 

  この問題は、そもそも日本が抱える構造問題が根底にあり、それが

震災や津波で露呈したものであるように思える。効率化のみが優先さ

れてきたこの２０年間の中で地方は切り捨てられてきた。市町村大合

併で石巻市は大きな行政自治区となった。規模だけ大きくなった行政

が衰退の一途をたどっていたことが、震災や津波で一気に露呈してし

まったということを、番組の取材を進める中で感じた。この構造問題

を番組でどこまで描けるかも議論したが、最終的には、アンケート調
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査結果から見えてくる現実を中心に進めていくことにした。 

  また、番組でＮＰＯやＮＧＯを紹介したのは、被災された皆さんに

生きる気力や働く意欲を持続してもらいたいという思いからである。

また、首都圏や関西圏の人々は、復興が遅れている東北の現状をどこ

まで知ってもらえているのかという懸念があった。その中で身近にで

きるもの、関わることができるものとして、復興ファンドを取り上げ

た。手数料はかかるが、１万円を渡すことができる仕組みである。継

続的にできる支援の一例として提示させてもらった。 

 

（ＮＨＫ側） 

ＮＨＫスペシャル「“震災失業”１２万人の危機」の雇用問題やその

裏にある失業問題というテーマは、最も根幹的なものであり、番組だ

けでなく、ニュースでもさらに立体的・構造的にフォローする必要が

ある。その中でこのような番組を作り、また日常的なフォローもして

いくようなニュースの出し方を心がけていく。最近の例で言えば、「Ｎ

ＨＫニュース おはよう日本」での雇用に関するニュースの出し方も

工夫が見られる。この問題への取り組みに努力していきたい。 

  また、提言型の番組として、もう少し踏み込んでほしいという意見

があった。ＮＨＫの使命である公平・公正・中立を担保しつつできる

方法はあると思う。一旦政治問題化した、例えばＴＰＰのような問題

は難しいかも知れないが、それ以外のものは、さまざまなやり方があ

ると思っている。 

  番組に関する意見の中で、行政対応への不満の声があったが、もと

もと無理があるように思える。通常の行政の任務に、それに倍する以

上の震災復興という新たな課題が加わっている中で、通常の体制でや

れるわけがない。しかし一方では、全国の協力を得ながら、横の連携

もしながらかなりできているところもある。その辺のところを両方し

っかり見極めるような番組を出していく必要があると思っている。 

  評論家の出演については、その方に何を提言してもらうかである。

これには、しっかりした準備をして、どのようなデータを評論家の

方々に突き付けるかが出来不出来を左右するように思う。 

 

 

＜一般番組について＞ 

 

○  １２月１６日(金)のクローズアップ東北「“二日酔い運転”知られざるリスク」
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(総合 後7:30～7:55 東北ﾌﾞﾛｯｸ)では、毎朝アルコール度のチェックをしている企業

が紹介されていた。飲酒が次の日にまでリスクを持ち越すことになることはあまり

知られておらず、初めて気付いた人も多くいたと思う。企業が率先してこのリスク

に向き合うことで、社会的責任に応える姿勢を示すことが必要な時代となっている。 

 

○  １２月２８日(水)の「あっぷるワイド年末スペシャル」(総合 後5:05～7:00 青森

単)は、青森県八戸市の八戸ポータルミュージアム「はっち」からの生放送であった。

ゲストにゴスペラーズの北山陽一さんや室井佑月さんを迎え、八戸の水産業の課題

特集や震災・復興への動きなどを通常の放送時間枠を拡大して伝えており、見応え

のある番組だった。 

 

○  １月３日(火)の「きらり！えん旅 スペシャル－グッチ裕三 岩手・宮古市、八代

亜紀 宮城・亘理町－」(総合 後4:15～5:15 東北ﾌﾞﾛｯｸ)は、シンプルな構成ではあ

ったが、被災地の皆さんが驚く姿や喜ぶ顔を見ることで、こちら側が感動する番組

であった。これまでコロッケさんや加藤登紀子さん、マギー司郎さんなどの番組を

見てきたが、テレビの力をうまく使った被災地支援番組だと思って見ている。 

 

○  １月１３日(金)のクローズアップ東北「防災無線が聞こえない」(総合 後7:37～

8:02 東北ﾌﾞﾛｯｸ)では、東日本大震災が発生した直後から被災３県では防災無線の９

割が機能しなかったという事実を取り上げていた。しかし、なぜ機能しなかったか

や、どのようにすればよかったかなどの踏み込みが少し弱かったように思う。また、

番組に出演した関西学院大学の室崎益輝教授のコメントもいま一つよくわからず、

番組全体がぼやけてしまった。 

 

○  １２月１８日(日)のＮＨＫスペシャル「シリーズ原発危機 メルトダウン～福島

第一原発 あのとき何が～」(総合 後9:15～10:04)は、独自の取材と証言データを

もとにメルトダウンを再現していた、大変見応えのある内容だった。この番組で初

めて知ったのが、イソコンという非常用復水器があったということであった。しか

し、これが現場で作業している方のほとんどが理解されていなかったということで

ある。こんなずさんなことが現実にあることに驚いた。また、水位計がだんだん上

がっていくという誤作動もあった。アメリカのスリーマイル島の事故の際も同じよ

うなことがあったにもかかわらず、その教訓が今回の事故でも生かされていなかっ

たという２つの事実が番組で明らかにされていた。津波と全電源喪失、通信装置の

途絶、そしてメルトダウンという最悪な状況が起きてしまっていた。東電は、「想定

外」を何度も言い続けたが、結果の重大性から見ると、「想定外」ではとても済まさ

れないと根元良弘キャスターが語っていたが、全くそのとおりだと思う。今回の事
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故では、地震そのものによる影響は本当になかったのかや、２号機、３号機、４号

機の爆発原因も同じように取材し、伝えてもらいたいと思う。 

 

○  １２月２５日(日)のＥＴＶ特集 シリーズ 大震災発掘第２回「巨大津波 新たな

る脅威」では、東海・東南海・南海の３連動地震を解説していた。これは本当に過

去に起きており、また今後起きる可能性は十分にある。そのサイクルは300年とも言

われている。直近では1707年に起きているということを考えると、いつ起きても不

思議ではないことを高知大学の岡村眞教授が地層の調査から割り出している。また、

北海道大学の平川一臣教授が十勝沖と根室沖の連動地震の可能性を証明していた。

平川教授は崖を削りながら地層を見る手法だった。東北地方では３月に大きな地震

が発生しているためしばらくは地震はないというとらえ方をする人もいる。しかし、

平川教授は、北海道での地震の周期を400年と考えた場合、直近が1611年に起きてい

ることを考えると、北海道で起きた地震による津波が東北地方を襲う可能性は十分

にあると警鐘を鳴らしている。二度と大地震が起きないことを願いたいが、岡村教

授や平川教授の研究結果を真摯に受け止め、備えていかなければならないと強く感

じた。ぜひ継続的に番組化し、広く伝え続けてもらいたい。本当によい番組だった。 

 

○  １２月２８日(水)の追跡！真相ファイル「低線量被ばく 揺らぐ国際基準」(総合 

後10:55～11:23)では、３０か国が加盟しているＩＣＲＰ（国際放射線防護委員会）

基準が電力会社や核関連施設における対策経費が膨大になるとの理由により、極め

て政治的な判断で低く抑えられていることを伝えていた。これまで言われていた

「直ちに体への影響はない」は一体何だったのかを疑わざるを得ない。日本政府も

４月から新たな基準を適用する動きがあるようだが、ぜひ真相を追求し続けてもら

いたい。 

 

○  １２月３１日(土)の「希望の町のデザイン 建築家・伊東豊雄 釜石復興に挑む」

(総合 後6:05～6:50)は、仙台市のせんだいメディアテークの設計もされた伊東さん

が釜石市からの要請を受けて復興のための町づくりを半ばボランティアで引き受け、

奔走する日々を紹介していた。被災した人々の絆を取り戻すべく町のあり方を模索

し続ける伊東さんの努力には頭が下がるが、釜石市の計画自体に無理があるように

思えてならない。被災した釜石市の皆さんは、今日食べることにさえ切迫した状況

に置かれている中で、未来の町づくりと言われても戸惑うばかりではないかと思う。

しかし、伊東さんの熱意と善意はしっかり伝わってきた。 

 

○  １月２日(月)の「ガレキに立つ黄色いハンカチ～山田洋次 震災と向き合う～」

(総合 後10:15～11:28)は、被災地特集としては異色の番組だったと思う。番組では、
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山田洋次監督の寅さんシリーズや「下町の太陽」、あるいは「幸福の黄色いハンカ

チ」などの過去の作品が、かなりの時間を使って紹介されていた。これは、被災地

の支援という次元のものではなく、監督自身が語っていたように、「大地震や原子力

事故に対するけじめがつかない限り、次の映画は作れない」という決意のようなも

のを強く感じた。映画に込められた人情とか友情とか人を支え合う絆をもう一度確

かめたいという監督のメッセージだったと思う。その中には科学技術への過信、早

過ぎる変化、便利過ぎる世の中をもう一度見直そうという考え方が裏側にあったよ

うに感じている。これを映画の場面を通して伝えたかったのではなかったか。大変

大きな番組だったと思う。 

 

○  １月９日(月)のＮＨＫスペシャル プロジェクトＪＡＰＡＮ最終章「日本復興のた

めに」(総合 後10:00～11:28)は、なぜ復興は進まないのかのテーマに対し、日本が

近代国家を作り上げてきた歴史的背景にある「中央と地方」の根源的問題に迫って

いた。東北のための振興策が東京に持っていかれた戦前・戦中・戦後の歴史的背景

などを岡田知弘京都大学教授、御厨貴東京大学教授、それと増田寛也元総務大臣が

わかりやすく語っており、国と地方の意識のずれや地場産業の復興が急がれながら

もなかなか前へ進まない現状を的確に解説してくれていた。「プロジェクトＪＡＰＡ

Ｎ」は最終章だが、「日本復興のために」としてぜひ続編をお願いしたい。 

 

○  １月１５日(日)のＮＨＫスペシャル「シリーズ原発危機 知られざる放射能汚染

～海からの緊急報告～」(総合 後9:00～9:49)では、ＮＨＫが専門チームと行った原

発２０キロ圏内の海や山間部の湖の調査結果をもとに放射能汚染の実態が報告され

ていた。この番組から感じたことは、放射能の汚染が「水」を介してさまざまなと

ころに広がっていることと、独自の調査により放射能汚染の実態を国民に伝えてく

れるＮＨＫの使命感の高さである。ＮＨＫの役割はこういうことかと改めて強く感

じた。行政からは見えてこない、あるいは日々のニュースだけでは知ることができ

ない深いところで、常にＮＨＫは事実に基づき、その事実に沿いながら客観的な情

報を提供してくれていることを感じている。 

 

○  「シリーズ原発危機 知られざる放射能汚染～海からの緊急報告～」は、１１月

２７日(日)のＥＴＶ特集「ネットワークでつくる放射能汚染地図（４）海のホット

スポットを追う」が生かされていた。Ｅテレの優れた番組を総合テレビでも放送し

てもらいたいと何度か言ってきたが、今回それが生かされている。どのように放射

能汚染が広がっていくのかの詳しいメカニズムやホットスポットがなぜできるのか

などをさらに掘り下げて知らせてもらいたい。 
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○  １月１６日(月)のクローズアップ現代「子どもが語る大震災(１)高校生が伝える

福島」は、震災と原発事故に翻弄される自分たちや家族の姿を記録し続けている生

徒の活動ぶりが紹介された。福島県立原町高校は、東京電力福島第一原発から３０

キロ圏内の南相馬市にあり、震災直後から学校は閉鎖された。その後５月になり、

授業は再開されたものの２か所に分断されたり、転校を余議なくされた生徒が全校

の半数にも及ぶなど、高校生をとりまく環境は大きく様変わりしてしまった。その

中で、高校生から見た震災とか原発事故とかを記録に残そうと奮闘する姿を感動的

に描いていた。転校してもう戻らないと言う生徒や戻りたいと言う生徒、あるいは

「今争っている場合じゃないよ」と語る生徒など、さまざまな思いが克明に記録さ

れていた。しっかりとした考え方を持った高校生たちの活力に感動したよい番組だ

った。 

 

○  １月１７日(火)のクローズアップ現代「子どもが語る大震災(２)ぼくらは大津波

を生きた」は、数ある企画の中で、最も感動した最高の番組だった。岩手県釜石市

の釜石小学校の１８４人全員が無事に避難できていたことばかりではなく、お年寄

りの手を引いたり、友達を背負ったりしながら避難した様子が再現されていたが、

これほど心根の優しい子どもたちがしっかり育っていることを再認識させられた。 

また、群馬大学大学院の片田敏孝教授は、子どもたちの行動を裏付ける的確な分

析をしていた。例えば「津波てんでんこ」は、家族との信頼関係の上にできる行動

であるとか、先入観にとらわれず、命を守ることの主体性をそれぞれが持つことで

あるとかを語ってくれていた。本当に感動する番組だった。 

 

○  クローズアップ現代「子どもが語る大震災(２)ぼくらは大津波を生きた」は、本

当にすばらしいドキュメンタリーであり、優れた解説番組だった思う。全校生徒184

人のうち100人が浸水域にいたにもかかわらず、１人の犠牲者も出なかったという事

実と子どもたちの生き抜く力を紹介してもらい、非常にうれしく思った。大変、感

動もした。群馬大学大学院の片田教授のコメントも的確で、よい解説だったと思う。 

 

○  １２月１９日(月)から２２日(木)の４夜連続で放送された「巨匠たちの青の時

代」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後10:00～10:59)は、第１回のピカソから第４回のマイルス・デイ

ビスまでの絵画、ファッションデザイナー、映画、ジャズのそれぞれの人物が「青

春の蹉跌(さてつ)」を乗り越え、巨匠として名をなしていく過程を描いており、極

めて意欲的で着想豊かな番組だった。 

 

○  １２月２９日(木)の「ＢＳ世界のドキュメンタリー」では、「世界を変えた日 前

編」(ＢＳ1 後7:00～7:47)、「世界を変えた日 後編」(ＢＳ1 後8:00～8:47)、「タ
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ーゲット ビンラディン～奇襲作戦の全貌～前編」(ＢＳ1 後9:00～9:50)、「ターゲ

ット ビンラディン～奇襲作戦の全貌～後編」(ＢＳ1 後10:00～10:50)を集中編成

していた。この時代のアメリカの大変さがしっかり伝わってきた。これは、一つの

歴史を映像でまとめた人類の資産に値するものである。 

 

○  １２月３１日(土)の「第６２回ＮＨＫ紅白歌合戦」(総合 後7:15～11:45)は、被

災者を元気にしたいというＮＨＫの思いが、ひしひしと伝わってくる番組であった。

本当に明るい気持ちにさせてもらった。前回の「紅白歌合戦」は、あまりにも人が

出過ぎて、メインの歌手がかすんでしまったという印象があったが、今回はどの歌

手の歌も歌詞もすっと入ってきた。特に坂本冬美さんの張りのある歌と桜吹雪の演

出には感動し、思わず一緒に歌ってしまった。この「紅白歌合戦」を見ながら年を

越す被災者の皆さんにとっては、特別な思いがあっと思う。多くの人がＮＨＫを見

ながら一緒に年を越していると思ったとき、除夜の鐘を聞いて涙が流れた。 

また、続いて放送された「ゆく年くる年」(総合 後11:45～(１月１日)前0:15)の

スカイツリーからの中継映像は、夜景がとても美しく映し出されており、感動した。 

 

○  「紅白歌合戦」はいつもの年と違い、明るく新年を迎えてもらおうというＮＨＫ

のメッセージが感じられるものであった。特に、長渕剛さんの「ひとつ」は、とて

も感動した。「紅白歌合戦」は大体毎回見ているが、あれだけ印象深く、心に刻まれ

た瞬間はかつてなかった。同じように感じた人が多くいたようで、身近な人がブロ

グの中に「復興元年のテーマになるような映像として誰でもが見られるようにして

ほしい」と書いていたが、全く同感である。 

 

（ＮＨＫ側） 

「紅白歌合戦」は、41.6％の世帯視聴率であった。特に東北地方で

は大変よく見られた。「紅白歌合戦というのは神事だ」と言う人がいる

が、大みそかにその年を締めくくり、「ゆく年くる年」につながるとい

う流れの中で、祈りや慰霊、あるいは豊穣への思いの一連の中に位置

づけられる番組だと思う。石巻市からの中継の中で歌ってくれた長渕

剛さんが新曲で応えてくれたように、出演された皆さんが思いを一つ

にして歌ってくれた。それが視聴者の皆さんに伝わったのではないか

と思う。非常によい「紅白歌合戦」だったと思っている。 

 

○  １２月３１日(日)の「あの感動をもう一度！一気に見せますなでしこジャパン２

４時間 年越し完全プレーバック」(ＢＳ1 前10:00～(１月１日)前10:00)の中の対

ドイツ戦から決勝戦までを全部見た。結果は分かっているので、フォーメーション
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の展開などを再確認しながら冷静に、また勇気をくれたなでしこの選手の皆さんに

感謝しながら見た。 

 

○  １月１日(日)の「新春！日本の“お宝”大発掘」(総合 前8:20～11:54)は、お笑

いタレントの声がかぶったり、がちゃがちゃで落ち着かない番組であった。ＮＨＫ

に求めるお笑い番組とは程遠いものであった。特に中継先のしずちゃんとスタジオ

とのやりとりでは、ちゃかし合う場面があるなど、見ている側が恥ずかしくなって

しまうようなものであった。もっと安心感とか安定感のあるバラエティー番組を期

待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

“日本の笑い”は、最大の課題の一つである。６０年代はお茶の間

の番組から「男はつらいよ」の俳優が生まれている。当時の番組を見

ると、今では想像もつかないような激しいコントがあった。ある意味

ではテレビに闊達(かったつ)さがあったように思える。枠から少しは

み出してみるとか、枠自体を突き破ってみるところから２１世紀の

“日本の笑い”が作れないか議論している。 

 

○  １月１日(日)から始まった、「開拓者たち～大型ドキュメンタリードラマ」(ＢＳ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後9:00～10:27ほか)は、とても心に響くドラマである。このドラマに登場す

る人々は、苦労の末にようやく帰国するが、その後も過酷な生活が続くことになる。

震災の影響もあり、このドラマ同様に「生きる」ことがどれ程大変であるかを実感

しており、その意味でも身につまされる思いがした。２２日(日)の最終回を楽しみ

にしている。 

 

○  １月２日(月)の「三宅一生 東北へ 伝統を未来につなぐ旅」(総合 前8:50～

9:45)では、青森の裂き織り、山形のシナ布、岩手のホームスパン、そして宮城の白

石和紙を訪ね、それぞれで教えを請う旅番組であった。三宅さんと言えば世界的に

も有名なデザイナーであるにもかかわらず、「東北のわざ」に対する思いや、自分の

原点を三宅さん自身が見直そうしている姿勢が丁寧に描かれていた。 

 

○  １月４日(水)のハイビジョン特集 にっぽん 微笑み国の物語「時代を江戸に巻

き戻せば」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後10:30～11:59)では、明治初期に東北を旅したイギリス人

女性のイザベラ・バードの旅の記録から、人々の優しさや礼儀正しさに触れ、強い

感銘を受けていく様子などが紹介されていた。イザベラ・バードの著書である「日

本奥地紀行」にも書かれているが、当時の日本には、「昨日と同じ今日に感謝し、今
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日と同じ明日を願う」という幸福感があったようである。これは、外国人でなけれ

ば目を向けなかっただろうし、その後の日本人が何をどこで、どのように迷ってき

たのかを考えさせられた。 

 

○  １月７日(土)、１４日(土)のドラマスペシャル「とんび」(総合 後9:00～10:13)

には、非常に感銘を受けた。親子の情愛とか葛藤する姿を通して家族というものを

改めて考えさせられるドラマである。特に１４日の放送では、アキラが東京に出か

けるときの切ない気持ちでトイレにこもる父親のヤスの姿を見て、男の人の一面を

かいま見たように思えた。また、手紙であったりとか自転車で追いかけていってエ

ールを送る姿とか、あるいはヤスの自立を促すべく仲間が心を砕く場面など、一つ

一つのシーンに情感を織り込みながら丁寧に作られており、最後の最後まで温かい

気持ちで見させてもらった。また、エンディングの演出がとても素晴らしかった。

セピア色に変わっていく画面とバックに流れる主題歌が絶妙にマッチし、余韻を楽

しみながら見終えることができた。 

 

○  土曜ドラマスペシャル「とんび」は、本当によいドラマだった。不器用ではある

が、真っすぐに生きようとする姿と親子の情愛が丁寧に描かれており、家族と泣き

ながら見た。父親役の堤真一さんの演技は素晴らしかった。 

 

○  土曜ドラマスペシャル「とんび」は、面白く見た。ただ、映画の「ＡＬＷＡＹＳ 

三丁目の夕日」とよく似ている部分が気になった。映画の３作目が今月末から上映

されることを意識してのことではないと思うが、時代設定や堤真一さんの役どころ

に共通したものがあり、気になった。 

 

○  大河ドラマ「平清盛」は、大変楽しみにしていた。１月８日(日)の第１回は、物

語性があり、映像もダイナミックで迫力があり、思わず身を乗り出して見てしまう

ほどの出来栄えだった。ドラマに登場する役者も、心の機微の表現の上手な人たち

がそろえられており、一人一人の表情や演技を見るのが、今後とても楽しみである。 

また、ドラマ全体を通して音や光が効果的に使われており、ドラマをさらに魅力

的にしている。光さす河原のススキ野で赤子を抱く平忠盛のカットに遠く舞の歌声

が流れたシーンでは、三人の将来を暗示するほんの束の間の時間であることが演出

されており、印象深い場面である。「大河ドラマ」では子役の演技が注目されるが、

今回もまえだまえだの兄弟が真に迫る演技を見せてくれており、期待どおりの大河

ドラマとなっている。 

 

○  大河ドラマ「平清盛」では、撮影にプログレッシブカメラが使われ、迫力ある映
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像に仕上がっている。全てのシーンがロケーションではないかと思えるほどの臨場

感があり、優れた映像技術に驚くばかりである。 

 

○  大河ドラマ「平清盛」のドラマ自体の完成度の高さに加え、「鶴瓶の家族に乾杯」

や「歴史秘話ヒストリア」などでも清盛がテーマとなっており、さまざまな番組を

通して当時の歴史に触れる機会が多く、とても参考になっている。これは、大河ド

ラマ「平清盛」の番組宣伝にも役立っていると思う。 

 

○  大河ドラマ「平清盛」に関連する番組が数多く放送されている。例えば、１月７

日(土)の「こうして生まれた『平清盛』」(総合 前11:05～11:20 東北ﾌﾞﾛｯｸ)や「大

河ドラマ『平清盛』とっておき紀行」(総合 後1:05～1:34)と土曜スタジオパーク

「中井貴一」(総合 後2:00～3:00)、１月９日(月)の鶴瓶の家族に乾杯 大河ドラマ

「平清盛」スペシャル「松山ケンイチ 広島県廿日市市(前編)」(総合 後7:30～

8:44)と１１日(水)の歴史秘話ヒストリア「異色の革命児 平安を動かす～日本を変

えたヒーロー平清盛～」(総合 後10:00～10:43)などのように、大河ドラマ一色と言

ってもよいほどである。年末から「大河ドラマ」の番組宣伝を数多く見せられてい

るが、ここまでくると総体としてやり過ぎの感がある。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組宣伝が多いという意見があった。スポットが多く放送されるこ

とはあるが、関連番組が番組宣伝として見られてしまうのは、その番

組自体が完全に失敗しているということだと思う。「平清盛」の場合は、

数が多いということはあるが、関連番組としてはよい番組がそろって

いるように思う。全体をコントロールできるやり方はないかを考えて

いる。 

 

○  １月８日(日)のＮＨＫスペシャル「世界遺産 平泉 金色堂の謎を追う」(総合 

後9:30～10:19)では、ＮＨＫの映像技術を通して金色堂のすばらしさを満喫するこ

とができた。精密な彫金、夜光貝や象牙に紫檀(したん)など、世界中の宝物が当時

の職人の高度な技術で造り上げられており、同じ東北の地に生きる者として誇りと

輝きを感じた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「世界遺産 平泉 金色堂の謎を追う」の放送を楽しみにして

いた。番組の冒頭で「金色堂に初めてカメラが入った」というコメントがあり、な

お一層わくわくしながらテレビに見入った。阿弥陀如来のわずかに開いた目であっ

たり、花の裏側であったり、ガラス囲いの外からでは決して見ることのできない部
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分まで詳細に映し出されており、非常に感動をもって見た。身近なようでなかなか

見ることのできない郷土の遺産に改めて関心をもってもらうよいきっかけになった

のではないか。 

 

○  １月１０日(火)から始まったよる☆ドラ「本日は大安なり」は、職場の若い女性

たちの話題になっている。バラエティー番組への出演が多い優香さんのドラマ演技

に感心させられたことや、脚本のセンスのよさに加え、民放番組を見終わった後に

でも楽しめる放送時間帯に編成されていることが受けているように思う。 

 

○  １月２２日(日)の「ＢＳ日本のうた」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後7:30～8:58)の公収録が、１

月１２日(木)に八戸市公会堂で行われた。今年１回目の収録が八戸市で行われたと

いうことには大きな意味があったと思う。 

 

○  東北の３０代の人たちと話している中で、「プロフェッショナル 仕事の流儀」を

見ている人が多くいることに気付いた。番組から仕事のヒントを得たり、あるいは

「番組に出られるような仕事をしたいね」と目標にしている人たちもいた。引き続

き、さまざまな分野で頑張っている人たちをどしどし取り上げてもらいたい。また、

東日本大震災で被災しながらも頑張っている方も取り上げてもらえば、東北が勇気

づけられると思う。 

 

○  「ＮＨＫスペシャル」は、以前はそうは思わなかったが、震災後は、必要な情報

が集約された形で提供されており、さまざまなことがよくわかる番組であると感じ

るようになった。毎週、自然に見られる好きな番組である。 

 

○  年末年始は、「セカンドバージン」や「テンペスト」などのドラマをまとめて放送

してもらい、とても楽しませてもらった。毎週見続けていたドラマであるが、まと

めて見ることで、普段とは違った新たな発見がある。再放送のすごさを感じた。 

 

○  「スペシャルドラマ 坂の上の雲」は、多様な映像技術を駆使した映像の鮮明さ

やスケールの大きさなど、どれをとってもすごいドラマではあったが、３年で完結

するという手法は、さまざまな意味で無理があり、リスクも伴う。ぜひ考え直して

もらいたい。 

 

○  連続テレビ小説「カーネーション」は、毎日楽しく見ている。登場する人物それ

ぞれの気持ちがよく絡み合い、笑いや泣き、時には怒りもあり、とても共感できる

ドラマである。 
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○  平日の「スタジオパークからこんにちは」や「土曜スタジオパーク」にゲストと

して登場される方は、ＮＨＫの番組への出演者が多いように思う。ＮＨＫに貢献さ

れた方を登場させたいという気持ちはわかるが、トーク番組としては、偏った人選

のように思える。もっと幅広いジャンルから人選したほうがよいと思う。 

 

○  大相撲放送についての姿勢もよく分からない。力士の活躍で盛り上がる場所もあ

るが、場所中の観客席はおしなべて空席が目立っている。大相撲の本場所はＮＨＫ

の独占放送という形態が依然として続いているが、ＮＨＫとしての検証はどのよう

に行われたのかが分からない。八百長問題以降何が変わったのか、よくなったのか

が見えてこない。ＮＨＫとして十分検討する必要があると思っている。 

 

○  「鶴瓶の家族に乾杯」をはじめ、旅番組が数多く放送されている。バスの旅や鉄

道、あるいはバイクや自転車など、旅の手段はさまざまであるが、同じ手法が何度

も使われている。何を狙いとしているのか、ＮＨＫが放送しなければならないのか

がよく分からない。番組に込める経営姿勢がよく見えないというのが率直な感想で

ある。 

 

（ＮＨＫ側） 

旅番組が多いという意見をもらった。旅番組は、長い時間の番組化

が可能なため、主に衛星放送で編成している。「世界ふれあい街歩き」

もこうした中から出た番組である。平成２４年度番組改定では、総合

テレビでの放送は一旦とりやめることを予定しており、旅番組が少し

は減ることになる。旅番組にはさまざまなパターンや形式があり、人

気も高く、なかなか廃止しにくい面はあるが、指摘はしっかり受け止

める。 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年１２月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１２月のＮＨＫ東北地方放送番組審議会は、１５日（木）、ＮＨＫ仙台放送局におい

て９名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、視聴番組のＮＨＫスペシャル「震災遺児 １５００人」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。 

後に、１月の番組編成について説明の後、放送番組モニター報告と視聴者意向報告

が行われ、会議を終了した。 

主な審議状況は、次のとおりである。 

 

（出席委員） 

委 員 長  佐 藤 令 一  （（株）七十七カード 取締役社長） 

副委員長  佐 藤  瀏  （岩手大学 名誉教授） 

委 員   浦 沢 み よ こ  （（株）インターサポート 代表取締役） 

 折 原  亨  （学校法人原田学園山形女子専門学校 校長） 

 佐 竹  勤  （東北電力（株） 常務取締役） 

 島 守  賢 （（株）ダイマル 代表取締役会長） 

 鈴 木 素 雄  （河北新報社 論説委員会委員長） 

 増 子 恵 美 子 （福島学院大学附属幼稚園 園長） 

 蓬 田 隆 子  （（株）リブレ 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜ＮＨＫスペシャル「震災遺児 １５００人」 

(１２月１１日(日) 総合 後9:15～10:04）について＞ 

 

○  長期間にわたる取材の結果と思われるが、２つの家族の話がよく描かれており、そ

れぞれの気持ちが丁寧に映し出されていた。海音ちゃんが「自分のせいでお母さんと

お姉ちゃんが亡くなってしまった」と語る場面では、これだけのコメントをよく引き

出せたという驚きさえ感じた。犬のポンタが死んだ時の海音ちゃんの悲しみやマラソ

ン大会時の交換日記に描かれた心の奥底など、少女の微妙な心境の変化を見事にとら

えていた。 

父親の千葉孝幸さんの「頑張れ」の言葉に応えようとする雄貴くんの表情には、さ

まざまな葛藤のある中でも前へ進もうとするけなげさが見え、感動した。 

宮城県名取市の桑山紀彦医師がどのように子どもたちの心に寄り添っているかがと

てもよくわかった。心に大きな負担を持つ子どもたちには、周りの大人たちの接し方
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がいかに重要であるかがよく語られていた。 

 

○  これだけ多くの子どもたちがこうした環境に置かれてしまった東日本大震災に憂

いを感じながら番組を見た。子どもは言葉が足らないだけで、大人が考えている以

上に現実をしっかりとらえていることを感じた。海音ちゃんが里帰りした時に家族

と遊んだことのある公園を避け、楽しい思い出として残したいという思いや、父親

の孝幸さんの期待に応えようとする雄貴くんの表情などに、「ここから生きていこ

う」という気持ちの表れを感じた。大人たちはとかく“再生”とか“復興”とか、

先へ進もうと声高に叫ぶが、子どもたちにとっては、幸せだった時に戻りたいとい

うのが一番の夢であることを、雄貴くんの「昔のように戻すこと」という言葉で強

く感じさせられた。 

番組タイトルの「震災遺児 １５００人」は、少し大ざっぱな印象を受ける。震

災遺児の一人一人にそれぞれの人生があるとすれば、今の時点の正確な人数として

の「震災遺児 １５６７人」とすべきではなかったか。 

 

○  今回の地震で親を亡くした子どもが1,500人以上もいるということは知っていた。

しかし、その子どもたちがどうなっているかが全く見えなかったが、この番組を通

してその一部でも見えてよかったと思う。子どもの心のケアは周囲の身内だけでで

きるものではないと思うが、カウンセラーを含めた社会支援がどのようになってい

るのかも見せてもらいたかった。 

また、番組では２つの家族に焦点を当てて描かれていたが、例えば、どの地区で

親を亡くした子どもが多かったのかや子どもの年齢、あるいはその原因が津波なの

か地震なのかなど、1,500人の子どもたちの全体像を示してほしかった。 

 

○  津波で両親と姉を亡くした海音ちゃんは、仙台市荒浜から１人で陸前高田市の祖

父母のもとへ引き取られた。小学校２年生の女の子が大変な経験をしている。その

心情が先生との交換日記に描かれている。マラソンで苦しくなったとき、亡くなっ

た家族からの「頑張れ」という声援を受けて走り続ける勇気を得たことがつづられ

ている。しかし、海音ちゃんは「くやしい」と書いている。亡くした家族への思い

が、この「くやしい」に表現されていた。また岩手県大槌町の雄貴くんもお父さん

と２人が難を逃れ、祖父母と母親、弟の４人を津波で亡くした。番組では、家族を

津波で亡くした子どもの心情に迫りながら、周りの大人が何をすべきか、どのよう

に接していくべきかを教えてくれているように思えた。特に、桑山医師の「緩急を

つけた“頑張れ”を引き出していくことが必要」の言葉は、２人の子どもを見て、

うなずける点が多かった。 

番組とは少し離れてしまうが、２人の家族は、ともに車での避難中に津波にのま
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れて亡くなっている。避難する車が道に集中し、大渋滞を引き起こし、結果的に避

難が遅れ、尊い多くの命が失われている。今回の震災の教訓は数多くあるが、中で

も車を置いて逃げるというのが大きな教訓である。これを後世にしっかり伝えてい

くのがわれわれの役目ではないかと思う。 

 

○  一つ一つのエピソードや場面を積み重ねることで子どもの内面に迫る制作手法は

説得力があった。例えば海音ちゃんが描いた月見の絵では、３人の親子と１人の女

の子の間に壁が描かれていた。海音ちゃんはその絵が自分と亡くなった家族ではな

いと言うが、見る側にはしっかり伝わるものがあった。またイベント会場へは行く

が、すぐに出てきてしまうシーンでは、「かつて帰省したときに一緒に遊んだ公園だ

った」というエピソードが挟まれている。一方の雄貴くんの周辺では、亡くなった

弟の一世くんと同じ年ごろの子どもが泣き出すとお父さんが苦渋の表情を浮かべる

ということが挿入されたり、担任の先生から「無理をしているんじゃないの。頑張

らなくていいんだよ」と言われて泣き出したというエピソードが入っていたり、い

ま２人の子どもたちが抱えている葛藤や苦悩がよくわかるように構成されていた。 

 遺児の問題は、その属性や境遇、あるいは地域との関わりなど、その環境は千差

万別であると思われる。この番組で紹介された海音ちゃんの場合は、養育している

祖父母が亡くなった後はどうなるのかなど、いくつもの疑問が湧いてくるテーマで

ある。折に触れて続編を期待したい。また遺児を取り巻く環境によっては、進学や

就職はどうなるのか、血縁関係の薄い都市部ではどうか、地域や社会が遺児を支え、

サポートする仕組みがあるのかなど、問題解決型の番組がほしいと思う。この番組

のキャスターをつとめた鎌田靖さんの役割がよく見えなかった。 初と 後に子ど

もと戯れる映像が流され、「決して忘れてはいけない」というコメントはあったが、

鎌田さんのアンカーとしての問題提起や遺児を支える制度が今どうなっているのか

など、全体を通した総括があってもよかった。 

 

○  遺児たちのその時々のプロセスや心の変化に沿いながら機微に迫る映像が随所に

映し出され、わかりやすく描かれていた。特に、海音ちゃんが写真を見て「自分の

家族ではない」と言っていた当初から、交換日記に「１人になってくやしい」と表

現するようになるまでの心の奥底の変化や、 後の部分で「どうしたの？らしくな

いね 暗い顔して」と歌うところなど、微妙に変化する少女の心情が丹念に紹介さ

れていた。また一方の千葉家は、お父さんの苦悩と雄貴くんの苦悩を対比させなが

ら描かれていたため、親の苦悩を思いやることでさらに大きな苦悩が雄貴くんにの

しかかっていることがよく見えてきた。 

これまでの震災関連番組は、被害の大きさや復興に向けたさまざまな動きを中心

に紹介されてきたが、この問題をなぜもっと早く取り上げてくれなかったのかと思



4 

 

えてならない。震災遺児の問題をより多くの人に知らせ、早く手だてを考えてやら

なければならなかったのではないかと感じている。番組に登場する２人は肉親がい

るものの、肉親のいない子どもはどれほどの苦悩を背負って生きているのか、どの

ような環境下で生活しているのかなど、大きな不安感を持っている。ぜひ検証をお

願いしたい。 

 

○  番組を通じ、海音ちゃんと雄貴くんの心の動きが少しずつ変化していく様子を見

ながら、子どもには大きな力が備わっているということを改めて感じた。また一方

では、子どもたちの心の変化を理解する難しさを考えさせられる番組であった。海

音ちゃんと雄貴くんの一見明るく見える振る舞いは、自分が壊れないために、ある

いは自分の気持ちを守るために神様が授けたプログラムの一つではないかと思いな

がら見た。しかし、桑山医師や児童相談所の人は、子どもが泣かないことを心配し、

悲しみを自分の心に押し込めてしまっていることを懸念している。このあたりをも

う少し、説明してほしかった。海音ちゃんと雄貴くんの心の変化は、絵や作文に表

れているように、何かを乗り越えようとしていることはわかるが、それが何かは

後まで知ることができなかった。 

鎌田キャスターは出過ぎず、あたかも子どもたちを見守るかのような立場を貫い

ていたが、番組キャスターとしては、分析や解説があってもよかったと思う。 

 

○  このような悲しいことがなぜ起きてしまったのかと思い起こし、涙しながら番組

を見た。子どもの強さやたくましさ、あるいは感情のひだをも鮮明にとらえたすご

い番組である。撮影にあたっては、多くの時間と労力、とりわけご家族の皆さんと

の信頼関係の構築にかなり努力されたことは番組を見る側に十分伝わってくるもの

がある。東日本大震災で両親を失った子どもが240人もいるという現実がある。これ

は考えれば考えるほど胸が痛くなる。これからの行方が気になってしまう。ぜひ、

さまざまな番組を通し、この問題は継続的に取り上げてもらいたい。 

番組の中で、海音ちゃんが描いた絵に対し、解説を求めるシーンがあった。あの

問いかけには抵抗を感じた。海音ちゃんは言いたくなかったはずである。海音ちゃ

んの気持ちを考えるなら、察してあげるのが大人の分別ではないかと思う。一方、

後に雄貴くんが「自分の生まれたまちを捨てて出ていくやつはいねぇんだ」と言

っているが、この言葉は全てを物語っているように感じた。しっかりとした信念を

もって現実と向き合っているがゆえの言葉として、救われる思いがした。 

鎌田キャスターの位置づけや役割についてさまざまな意見があるが、今回の番組

は、鎌田キャスターが出過ぎなかったことが番組にはよく作用したと思う。ＮＨＫ

のニュースや番組は、キャスターのキャラクターに頼り過ぎるきらいがあると以前

から思っている。今回の番組が成功した裏には、キャスターが出過ぎていないこと
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にあると思う。その意味では、ニュースや番組を制作する上での基本的なスタンス

を見直すよい機会ではないか。 

 

○  子どもは、私が考える以上に本当に強いものだとつくづく思った。特に海音ちゃ

んが描いた絵には感心させられた。子どもの心は絵に表れるとは聞いていたが、あ

の絵が海音ちゃんの心情であることがよくわかった。また、マラソン大会の時に交

換日記で「『もうだめ。走れない。』と思いました。そのときにこんな声がしました。

『がんばれかのん。』ママの声です。『そうそう。うちの分までがんばれよ。』おねえ

ちゃんの声です。それから『がんばれかのん。津波に負けないお前が負けるわけが

ない。』パパの声がしました。」と紹介された場面は、涙が止まらなかった。小学校

２年生の作文とは思えない、ドキっとするような文章に驚かされた。一方の雄貴く

んは、父親の苦悩さえも背負い、それでも前へ進もうとする姿が胸を打った。 

番組に登場した心療内科医の桑山医師は、５月の「クローズアップ東北」でも紹

介されているが、被災した子どもたちの心理状態をよく理解している医師である。

子どもたちを救うのは桑山医師の言葉であり、この言葉に沿いながら子どもたちを

救っていかなければならないというのが、この番組が本当に言いたいことではなか

ったかと思う。心に大きな苦悩をかかえた遺児たちに対し、医師の言葉を具現化す

る方策が必要である。ぜひ次回以降は「どのように助けていくのか」をメインテー

マに取り組んでもらうことを願う。 

 

（ＮＨＫ側） 

この問題に取り組むにあたり 初に考えたことは、「厳しい現状をもう

一度しっかり認識する」ということであった。しかし、今回の震災は、か

つて日本が経験したことのない規模の災害であり、暗中模索の中での取り

組みであった。このため、残念ながら震災遺児の全体状況を把握するまで

には至らなかった。来年以降は「クローズアップ現代」などで子どものシ

リーズを考えていくことにしている。弱い立場の子どもたちをしっかり見

つめ、継続的に取り上げたいと思う。 

この番組は、子どもたちの言葉を中心に描いている。子どもたちの言

葉を大人がしっかりかみしめる中で、いま起きていることを知ってもら

うということを主眼にした。このため、桑山医師や児童相談所の人など

の扱いが小さくなっている。 

  桑山医師は、津波に関しての芝居を子どもに演じさせ、その中で震災

を見つめ、乗り越えていくきっかけを作りたいという計画を持っている。

桑山医師を中心に、こうした動きも今後追いかけていきたいと思ってい

る。 
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震災遺児については、５月に「クローズアップ現代」で一度放送し、

継続的に取り上げていかなければならないテーマであると感じていた。

しかし、５月以降の取材の中では、阪神・淡路大震災と決定的に違い、

遺族が遺族を引き取るというこれまでにない状況があったことと、震災

により傷を負った方が多く、取材に応じてもらうまでの間にかなりの時

間が必要であった。 

  取材は、ディレクターや記者が３０世帯ほどに行っている。親戚が引

き取ったものの、その後どのように育てていけばよいのか戸惑っている

方がかなりいた。東北は地縁・血縁が都会に比べて強いとはいえ、盆や

正月以外の付き合いが薄い親戚が引き取ることで、子どもへの影響を懸

念するケースがかなりあった。 

  番組は小学生の２人を中心に描いているが、一見明るく見える子ども

たちの表情には、かえって悲しみの根深さを感じていた。阪神・淡路大

震災の遺児の中には３０代になった方もいるが、その人たちの中にも、

小学生時代から今に至るまで遺族や家族の話を完全に押し殺して生きて

きたということを聞いている。心の傷を癒すのは簡単なことではないと

改めて感じた。今後も子どもの問題はしっかりと取り上げていかなけれ

ばならないし、見つめていかなければならないと思っている。 

 

 

＜一般番組について＞ 

 

○  １１月１８日(金)の「徹底討論 ふるさと宮城の復興は」(総合 後7:30～8:43 仙

台単)は、宮城県の村井知事をスタジオに招き、被災者の皆さんと直接意見交換する

という画期的な討論番組だったと思う。冒頭は、仮設住宅に対する苦情や希望とい

う被災者の身近なテーマが議論の中心であった。被災者からは多くのアイデアも披

露されていたが、肝心の高台への移転に関する経費負担の問題では、知事から明確

な言葉を聞くことができなかったのが残念に思える。一方、番組の中で紹介された

アンケート調査結果にもあるように、復興に必要な対策については放射能関連対策

を求める声が も多かった。また、雇用問題も非常に重要なテーマであるため、こ

のような企画の第２弾、第３弾としてぜひ継続して放送してもらいたい。 

 

○  １２月２日(金)の「石川さゆり 東北民謡との出会い旅」(後10:00～10:50 東北

ﾌﾞﾛｯｸ)は、演歌歌手の石川さんが、津波で多くが流出してしまった町を訪れ、その

土地に長年歌い継がれてきた民謡をともに語り、歌うことで被災された人々に寄り

添っていた。その土地に伝わる民謡は土地の文化そのものであり、その文化を歌い
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継ぐことは文化を残すという手助けになっているように思える。お年寄りもとても

喜んでくれており、気持ちの面での手助けにもなった、とてもよい番組だと思う。 

 

○  １２月９日(金)の東北Ｚ「手仕事かさねて里の秋～福島県南会津地方～」では、

かやぶき屋根や布ぞうり、メッツといわれる弁当箱を作る手仕事の技を紹介してい

た。この“手仕事”をテーマとした番組のコンセプトはよいと思う。親からもらっ

た五体は財産である。その五体を使い、物を作ることのすばらしさをこれからも伝

えてほしい。 

 

○  「情報パレット～つながろう東北～」の「つながるハート“ありがとうメッセー

ジ”」は、とてもよい企画だと思う。被災地のみなさんから「震災時、こんな人に助

けてもらった」、「ボランティアに支えられた思い出」、「あの時伝えられなかったお

礼を伝えたい」などを募集し、放送を通じて紹介するコーナーであるが、支援して

もらった人や支援はできなかったが心にかけてくれた人々に対するメッセージとし

て心温まる番組である。５分間という短いコーナーではあるが、これからも続けて

もらいたいコーナーである。 

 

○  １０月１７日(月)の「あさイチ」のメインテーマとして紹介した「日本列島・食

卓まるごと調査」の中で、放射線量の数値に誤りがあった。これは重大なことであ

る。放射能被害にかかわる問題は、福島県にとどまらず、いたるところで波紋を呼

んでいる。岩手県内でも農産物以外の工業製品の取り引きにも影響が出てきている。

また放射能を避けて日本海側を転々と住み替える人もいるなど、かなり神経を使っ

ている人が少なからずいる中で、放送で誤った情報を流されてしまうことによる影

響は計り知れない。これは、人気番組であればあるほどその影響は大きく表れる。

しっかりとした検証と、再発の防止に万全を尽くしてもらいたい。 

 

○  １１月２３日(水)の「それでも酒っこをつくるべや～岩手・陸前高田 再起の酒

造り～」（総合 後6:10～6:44）は、津波で全壊した陸前高田市の酒蔵「酔仙」の復

興を記録した番組だった。８月７日(日)に放送されたＮＨＫスペシャル 東日本大

震災「東北 夏祭り～鎮魂と絆と～」では、陸前高田市の「うごく七夕」が取り上

げられたが、今回の番組は、その続編という気持ちで見た。祭りも酒も地域共同体

の原点とも言うべきものであるとともに、盛岡放送局が地域の再生がどこから始ま

るかを意識し、その上での企画として注目していた番組である。杜氏である村上さ

んと２人の若い蔵人は、機械装置のない中、勘を頼りに発酵を調整していかなけれ

ばならないが、発酵が進み過ぎると村上さんが「あまり頑張るなよ」と語りかける。

この優しく諭すような言葉は、方言の温かみとあいまってやさしく伝わってきた。
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若い蔵人もとても明るく、前向きな人柄がうかがわれ、このような人たちによって

陸前高田が復興していくのだろうと、未来を感じさせる番組となっていた。できあ

がったばかりの一番酒での酒宴では、多くの地元の方に交じってＮＨＫスペシャル 

東日本大震災「東北 夏祭り～鎮魂と絆と～」に出演された大石田地区の斉藤正彦

さんの姿もあり、地域の復興にむけて、それぞれがそれぞれの立場で力を尽くして

いる様子を知ることができた。田畑智子さんのナレーションも素朴で、番組との相

性がとてもよかった。 

 

○  １１月２７日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ原発危機「安全神話～当事者が

語る事故の深層～」では、原子力安全委員会の議論と当事者たちへのインタビュー

をもとに、“安全神話”がどのように作られていったかや、何が今回の事故を招いた

かを検証していた。明治、昭和の三陸大地震では、想定をはるかに超える津波が発

生しているにもかかわらず、何の対策も施されていなかったという点が非常に大き

な問題である。そして３月１１日の東日本大震災が発生した。この後の３月２４日

になって東京電力は、2008年４～５月にまとめた試算結果を３月７日に原子力安

全・保安院に報告したことを明らかにしたが、このことを、ＮＨＫをはじめ各メデ

ィアが見逃してしまっていた。世論をリードすべきマスコミは、事故が起きるまで

問題点を指摘できなかったということであり、結局一般国民と何も変わらなかった

ということが残念に思えてならない。しっかりした体制のもと、ぜひ厳しく取り組

んでもらいたいと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「シリーズ原発危機 安全神話」では、当事者として当時の関

係者による数々の証言があったが、工事を担当したメーカーの責任者や政治家など、

もう少し幅広く多くの人に語ってもらいたかった。また、番組の 後でＮＨＫの記

者が「メディアにも責任があった」と述べているが、一方で、当事者として証言を

した人たちからは、誰一人として責任の一端を感じているような言葉はなく、その

点が残念に思えた。 

 

○  １１月２７日(日)のＥＴＶ特集「ネットワークでつくる放射能汚染地図(４)海の

ホットスポットを追う」では、「海に流れた放射能は希釈されて影響がなくなる」と

いう以前からの見解に対し、科学的データをもとに懸念が表明されていた。放射線

測定の第一人者の岡野眞治さんの調査で、沿岸部の海底に多量の放射性物質が沈殿

していることが発見されていることが紹介されるなど、改めて事の深刻さを再認識

させられる内容だった。魚の汚染についても食物連鎖によって５０倍に濃縮されて

しまうことから、海底近くに住む魚貝類への影響が懸念されるなど、検査体制をし

っかり整えていないと後々とんでもないことが起きるのではないかとの危惧を抱い
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ている。「ＥＴＶ特集」では過去に放射能の除染を取り上げ、この番組を契機に除染

への取り組みが始まったように思える。今回の海洋汚染も将来にわたり大きな問題

となりうるテーマだけに、総合テレビでの展開も含め、継続的に取り上げていって

もらいたい。ただ、夜１０時にＥテレで「放射能汚染地図」が放送され、総合テレ

ビではＮＨＫスペシャル「シリーズ原発危機」が放送された。同じＮＨＫの看板番

組が、いずれも「原発」をテーマに時間が重なるというのは、見る側への配慮がな

いように思える。曜日や時間をずらすことはできないものか。 

 

○  １２月１２日(月)のプロフェショナル 仕事の流儀「それでも、海を信じている

～カキ養殖・畠山重篤～」は、畠山さんのこれまでの取り組みや自身のカキ養殖に

対する考え方が非常によくまとめられていた。特に、東日本大震災による津波被害

に遭った今年のカキの生育状態に関し、「天国と地獄が共存しているところで生きて

いる」という、畠山さんにしか言えない言葉までよく引き出していたと思う。畠山

さんは、１２月１４日(水)の「ぬくだまりの宿 みちのく亭」にも出演し、伊奈さ

んとカキ談義を交わしていたが、当日の「ニュースウオッチ９」では「ライバルを

救おう！“かき魂”がつなぐ絆」が放送されていた。東広島市のカキ養殖業者が宮

城県気仙沼市のカキ養殖を支援する話題だった。東日本大震災で壊滅的な被害を受

けた三陸地方のカキ養殖を、ライバルである東広島市の業者が復興に向けて支援す

ることで、消費者の“カキ離れ”を防ごうとするものであった。これはたまたまか

も知れないが、ラジオとテレビで同じ時間に“カキ養殖業の奮闘ぶり”が紹介され

ていた。放送日を調整するとか、放送時間をずらすなどの対応ができないものかと

感じた。 

 

○  今年の「ＮＨＫ紅白歌合戦」は、東日本大震災の年を締めくくる番組としてさま

ざまな意味で注目している。津波で肉親を亡くした人は何を思いながら歌を聞くの

か、遺児たちはどのような気持ちで年を越すのか、寒い仮設住宅で見るお年寄りは

本当に楽しめるのかなどを考えてしまう。「ＮＨＫ紅白歌合戦」は、こうした方々の

思いを顧みつつ、しかしできるだけ前向きで明るい構成にしてもらいたいと願って

いる。 

 

○  １１月１９日(土)、２６日(土)のドラマスペシャル「蝶々さん～ 後の武士の娘

～」(総合 後9:00～10:13)は、オペラにもなった有名な話であるが、このドラマで

は、これまで知ることのなかった蝶々さんの新たな一面が描かれていた。悲劇のヒ

ロインのように語り継がれているこの女性は、実は武士の娘として常にりんとした

生き方を貫いていたことを初めて知った。 
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○  １１月１９日(土)の目撃！日本列島「忘れないでぼくの学校～岡山県・石島～」

は、児童１人の島の分校で、６年生の児童が放送委員として島の人にさまざまな情

報を伝えるために学校放送を行っている話題であった。この児童も立派であるが、

この話題に着目し、番組に取り上げた番組制作者の感性に感心した。またこの児童

は、週１回船で本校に通い、集団生活の練習をしているということであるが、どき

どきしながら本校へ向かう様子がそのまま描かれ、まるで「二十四の瞳」をほうふ

つとさせる心温まる番組である。 

 

○ １１月２０日(日)のＮＨＫスペシャル「アレルギーを治せ！」では、アレルギーを

引き起こす原因の解説と 新治療の現状を丁寧に紹介していた。長年にわたりアレル

ギーで悩んでいる多くの人にとっては、救われるテーマだったと思う。特に、アトピ

ー性皮膚炎では、スキンバリアから抗原が侵入し、湿疹ができるプロセスがわかりや

すく解説されていた。また、ステロイド薬は怖いというイメージがあったが、使い方

を間違えなければ確実に効果が得られることを改めて知り、安心できた。治療にあた

る医師も、これぐらい丁寧に説明してくれれば患者の精神的な負担もかなり軽減され

るのではないかと感じた。番組は、「あさイチ」の司会をつとめる井ノ原快彦さんと

有働由美子アナウンサーによって進められていた。「あさイチ」に寄せられた視聴者

からの“悩みの声”が番組企画のきっかけのようだが、番組の冒頭で戸惑いを感じた。

また、クレーンに乗った女性が、いかにも不安定そうで、とても気になった。 

 

○  土曜夜のＢＳプレミアム「世界の名峰 グレートサミッツ」は毎週見ている。Ｂ

Ｓプレミアムならではの番組だと思う。この番組は、何よりも山の選定がすばらし

いと思う。この１か月でもペルーのアウサンガテ、カナダのロブソン、先週はチリ

のアコンカグアを紹介していたが、私たちが到底行くことができないような世界の

彼方をハイビジョン映像で間近に見ることができる。また「グレートサミッツ」は

番組のコンセプトが非常に斬新だと思う。それは世界の 難関の山に実際に登って

映像を撮らなければ成立しないというところにある。ほかの局やＢＢＣの映像もあ

るにはあるが、この「グレートサミッツ」は、ＮＨＫのディレクターやカメラマン

が実際に山に登り、その映像が映し出されるということが“肝”だと思う。１１月

２６日(土)の「ロッキーの巨人に挑む カナダ・ロブソン」では、雪崩などの非常

に厳しい状況下で、他の隊が撤退する中でもＮＨＫの取材チームは見事に登頂を果

たした。今期初登頂ということであった。また、１２月１０日(土)の「白い嵐の頂

に挑む 南米・アコンカグア」は、南半球 高峰のアコンカグア6,962メートルに担

当ディレクターほか４人でアタックするが、山頂まであと３００メートルというと

ころで担当ディレクターは断念しつつも、 も能力の高いカメラマン１人だけを登

頂させるという決断をし、見事に山頂からの撮影に成功している。こうした景色は
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登らなければ見ることができないものである。ぜひ大人が楽しめる番組を長く続け

てもらいたい。 

 

○  １１月２８日(月)の「あさイチ」のコーナーである「味の型紙」では、北海道苫

小牧市の足立さんによる市販の調味料やたれを使った料理レシピが紹介されていた。

ちょっとした工夫で、家庭でもプロの味に近いものが作れることを知った。番組に

はさまざまなコーナーがあるが、身近な材料を使った料理コーナーはとてもおもし

ろく、参考になる。 

 

○  １２月４日(日)のＮＨＫスペシャル 証言記録 日本人の戦争 第２回「太平洋 

絶望の戦場」(総合 後9:15～10:04)は、当時の悲惨な戦争の結末を、これまで口を

閉ざしてきた元兵士が証言する興味深い番組であった。太平洋戦争の末期に、補給

が途絶え、弾も食糧も尽き、孤立した戦場で飢えや病によって多くの人が亡くなっ

た様子が詳しく語られ、またその多くの屍(しかばね)を越えて自分だけが生還した

という思いにさいなまれ続けた心の痛みがよく伝わってきた。 

 

○  １２月７日(水)の「たけしアートビート」は、彫刻家の三沢厚彦さんがゲストで

登場した。独自の感性を持つたけしさんが引き出す「彫刻家・三沢厚彦の世界」は

奥深く、三沢さんの人柄が自然に表れていた。たけしさんは作家の気持ちをよくわ

きまえた人であることに感心させられた。とてもよい番組に仕上がっていたと思う。 

 

○  １２月８日(木)の戦争証言スペシャル 運命の２２日間「千島・サハリン(樺太)

はこうして占領された」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後9:00～10:48)では、玉音放送の８月１５日

の後に始まった２２日間の千島列島における日ソの激戦の模様が証言をもとに描か

れていたが、歴史上このような戦いがあったことを番組を通じて初めて知った。番

組では、占領された住民が帰国すべく乗り合った第二新興丸が撃沈されてしまう事

件や朝鮮人に対する殺りく事件が生々しく語られていた。また、旧ソビエト軍兵士

へのインタビューでは、「日本人を殺した。あんなことはしたくなかった」、「人生の

大半を、国境に張り付けられたまま過ごさざるをえなかった」と語るなど、心にし

みる番組だった。 

 

○  １２月８日(木)の福祉ネットワーク シリーズ認知症 地域で生きる（４）「反響

に応えて」は、在宅医療に焦点をあてた番組だった。この“地域で生きる”という

テーマは、今後の医療や介護を考えるうえで非常に重要なキーワードである。この

医療と介護の連携は、実はあまりうまくいってないというのが現状である。認知症

の人は入院するとどんどん症状が悪化し、廃人同様になってしまうケースが少なか
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らずある。海上寮療養所副院長の上野秀樹さんは、こうした現状を熟知した方であ

り、番組の出演者としては 適の人選だったと思う。番組では、病院での扱いと在

宅介護との違いが比較され、見る側にインパクトを与えていたと思う。また、在宅

介護に訪問治療が入ることで、患者に笑顔と落ち着いた生活が戻る様子が、医師の

実際の活動を通して描かれており、非常に説得力があった。 

今回は、シリーズの４回目ということで視聴者からの反響に応える内容となって

いたが、認知症患者をとりまくさまざまな環境と現状を見つめ直し、自分たちの生

活や医療や介護の現場が変わるきっかけとなるような番組を今度とも期待する。 

 

○  １２月１０日(土)の土曜ドラマスペシャル「真珠湾からの帰還～軍神と捕虜第一

号～」(総合 後9:00～10:29)は、これまでの戦争関連番組とは違う視点で、捕虜第

１号となった人物の半生を実話をもとにドラマ化したようであるが、歴史の裏舞台

に隠された真実を見るような思いがし、とても興味深いドラマであった。終戦後は

自動車会社に就職し、海外勤務も経験しているとのことであるが、波乱に満ちた人

生というのは、まさしくこの人物の人生そのものであると感じた。 

 

○  １２月１１日(日)のスペシャルドラマ 坂の上の雲「二〇三高地」(総合 後7:30

～8:59)では、二○三高地をめぐる壮絶な戦闘シーンが再現されていた。番組のロケ

は、第三軍の第三回攻撃と同じ時期に北海道で行われたようであるが、これほど大

規模なロケができること自体が大きな驚きである。１２月１２日(月)にＢＳプレミ

アムで放送された映画「二百三高地」（後10:31～13日（火）前0:06）も見たが、大

作映画と遜色のないものであった。多様な映像技術を駆使したドラマであることは

聞いているが、映像の鮮明さ、スケールの大きさ、出演者の規模など、どれをとっ

てもすごいドラマであることを再認識した。 

 

○  １２月１１日(日)の坂の上の雲 第１１回「二〇三高地」と翌日にＢＳプレミア

ムで放送された映画「二百三高地」の描かれ方を比較しながら見た。明治維新から

わずか３７年で、国をなくしてしまうかも知れないという脅威が二○三高地への執

着となっていることが同じように描かれており、ドラマの完成度の高さに改めて感

心させられた。 

 

○  「スペシャルドラマ 坂の上の雲」は、３年がかりの大作で、非常に見応えのあ

るドラマである。しかし、１年目、２年目と全編を見たが、３年目の今年はやや疲

れてきた。ドラマを複数年に分けて放送する形態は珍しくはないが、あくまでも続

編としての再登場であり、１つの話を複数年で放送するのは初めてだと思う。ドラ

マはやはり続けて見たいのではないだろうか。１年間も空くと興ざめしてしまう。
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過去にない実験的な取り組みであると思うが、この取り組みは失敗していると思う。

まして、役者の病気やけがなどのアクシデントも起こりうることを考えると、リス

ク管理の面からも好ましい放送形態ではないと思っている。 

 

○  「にっぽん縦断 こころ旅」と「鶴瓶の家族に乾杯」は、一般の人たちと触れ合

いながら旅をする、デジタル時代でありながらアナログの双方向の番組である。旅

をする中でさまざまな人から声がかかり、人々の温かさが伝わり、ほっとする番組

である。火野さんや鶴瓶さんに声をかけてくれる人は、視聴率に出ている数字をは

るかに超えて多くいるように思え、番組が親しまれていることがよくわかる。一方、

１２月１２日(月)の「鶴瓶の家族に乾杯」では、ギタリストの村治佳織さんがゲス

トで、長崎県平戸市への旅であった。鶴瓶さんにはあちらこちらから声がかかるが、

このゲストはあまり有名ではないようで、見ていてかわいそうな場面もあった。ゲ

ストの人選は難しいものだと感じた。 

 

○  １２月１３日(火)のクローズアップ現代「盗聴する英国メディア～揺れる報道の

自由～」では、過激な取材手法でスクープ合戦を展開するイギリスのメディアに対

し、その被害者が証言台に立つ異例の公聴会が開かれているという話題を紹介して

いた。これは、イギリスでの事例ではあるか、日本のメディアの中にも何でもかん

でも撮ってきて発表してしまうという、いわゆる野次馬的な報道が見受けられる。

問題の解決に向けた提起としての発表ならまだしも、メディア側の独り善がりの報

道が目立ってきている。ＮＨＫにあっては、決してこうしたことがないよう、常に

十分な検証をお願いしたい。 

 

○  １２月１４日(水)のクローズアップ現代「やさしい虐待～よい子の破綻の陰で

～」は、“やさしい虐待”とはどのようなケースなのかを解説していた。突然不登校

になってしまう事例も紹介され、現状がよくわかる番組であった。しかし、“やさし

い虐待”というネーミングには違和感をもった。親として一生懸命励ます“やさし

い”思いが過度に作用することで“虐待”の結果となることを言っているとは思う

が、“やさしい”と“虐待”をつなげることは日本語としてもおかしいと思う。 

 

○  「あさイチ」を見ていて違和感をもつことがある。例えば、テーマに沿って番組

を進め、結論を出す時や検証結果を伝える場面で、「どうでしょうか！」と言わんば

かりの大げさな効果音がとても気なる。まるでテレビショッピングを見ているよう

で、安っぽく見えてしまう。“ＮＨＫらしい”とは難しい表現かも知れないが、もう

少し落ち着いた演出にしてもらいたい。 
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○  「ＮＨＫ音楽祭２０１１～華麗なるピアニストたちの競演～」には、ボリス・ベ

レゾフスキー、シプリアン・カツァリス、河村尚子、エフゲニー・キーシン、ダ

ン・タイ・ソンという名だたるアーティストが毎回登場し、とてもすばらしい企画

であった。今回が９回目の音楽祭ということだが、こうした企画はＮＨＫならでは

のものであり、ぜひとも続けてもらいたいと思う。 

 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年１１月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１１月のＮＨＫ東北地方放送番組審議会は、１７日（木）、ＮＨＫ仙台放送局におい

て９名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、視聴番組の「きらり！えん旅～コロッケ 宮城・登米市へ～」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。 

最後に、１２月の番組編成について説明の後、放送番組モニター報告と視聴者意向報

告が行われ、会議を終了した。 

主な審議状況は、次のとおりである。 

 

（出席委員） 

委 員 長  佐 藤 令 一  （（株）七十七カード 取締役社長） 

副委員長  佐 藤  瀏  （岩手大学 名誉教授） 

委 員   浦 沢 み よ こ  （（株）インターサポート 代表取締役） 

 折 原  亨  （学校法人原田学園山形女子専門学校 校長） 

 是 永 幹 夫  （（株）わらび座 取締役） 

 佐 竹  勤  （東北電力（株） 常務取締役） 

 島 守  賢 （（株）ダイマル 代表取締役会長） 

 鈴 木 素 雄  （河北新報社 論説委員会委員長） 

 蓬 田 隆 子  （（株）リブレ 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜「きらり！えん旅～コロッケ 宮城・登米市へ～」 

(１０月２５日(火)ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後7:30～7:59)について＞ 

 

○  この番組を「鶴瓶の家族に乾杯」と比較しながら見ていることに気づいた。「鶴瓶

の家族に乾杯」では、被災前に訪れた地域を被災後に再訪するシリーズが何回か紹

介されているが、この番組はコロッケさんという芸人が被災地に入り、地元の方と

交流するという番組だ。コロッケさんが今回の主役としてふさわしいのかがよくわ

からなかった。鶴瓶さんは話術の名人であると同時に、大衆の中に入り、心をつか

んで引き出す、いわばインタビューの名手でもある。一方のコロッケさんはものま

ね芸人であり、演ずる側の人間である。相手の魅力を引き出すことに慣れているよ

うには感じなかった。ものまねをして相手を喜ばせたりはできるが、被災者の声を

引き出すことには向いていないように思えた。 

番組では、客をもてなす意味の「あがらいん」という言葉や、旧登米高等尋常小



2 

 

学校、「はっと汁」、人力車が登場することで、宮城県登米市の魅力は随所に紹介さ

れていた。しかし、登米市も被災地ではあるが、甚大な被害を受けた沿岸部との関

わりが、もう一つ見えてこなかったように思える。「きらり!えん旅」は、“援”、

“縁”、“エン（ターテインメント）”、“円”が番組のコンセプトということであるが、

“縁”がもう一つ見えてこなかったという印象を受けた。 

 

○  映像の美しさに加え、登米市の皆さんの笑顔が大変心に残る番組だった。特に、

たわわに実った稲と登米市の町並みの映像は、際立っていた。番組の最初に、コロ

ッケさんと米づくりの案内人である久保泰宏さんが出会うところを高い角度からふ

かん的に撮影した場面があった。わずか数秒のカットではあったが、ここでぐっと

番組に引き込まれてしまった。また、登米市の町並みも昔の風情を残すところを選

んでよい雰囲気が出ていたし、旧登米高等尋常小学校でコロッケさんと案内人の菊

池治雄さんとが語り合うシーンも美しかった。カメラのアングルや画面構成が、登

米市の歴史や自然のよさを十分に引き出していた。いくつかのエピソードを組み合

わせることで、登米市の人たちの心根の優しさとか温かさがよく出ていたと思う。

最初に案内人の小坂翔子さんをお風呂に入れてくれたご家庭への訪問とか、またそ

の家を訪れた隣に住む女性のエピソードの組み合わせは効果的であったと思う。番

組の最後を登米市観光物産大博覧会で締めくくったのもよかった。それまで舞台回

しに徹していたコロッケさんが、ステージ上でやはり芸人の力を見せつけたと思う。

さすがにプロの実力を見せつけられた思いがした。会場の人たちを笑わせて、泣か

せてぴしゃりと終わるという、ここの締め方はさすがであった。また、案内人の久

保さんや菊池さん、小坂さんの自然な表情がよく出ており、番組全体に温かみを加

えていた。 

 

○  ＢＳプレミアムの全国放送だけに、とてもよく考えられた構成となっており、す

がすがしい思いで見せてもらった。コロッケさんというキャラクターの親しみやす

さに加え、被災されてもなお優しさを失わない登米市の皆さんの心根がはっきり表

現されていたと思う。この人たちの笑顔には、同じく被災された多くの方々に「も

っともっとみんなで頑張んべー」という気持ちにさせるメッセージが込められてい

たように思う。特に番組の冒頭のタイトルコールで「えん旅“味よし”、“人よし”、

“景色よし”」とした上で、３つの“よし”に沿って旅が進行していき、ステージ

上のコロッケさんのあいさつ、また案内人が声をそろえた「また来てね」で締めく

くるなど、番組の目的がうまく構成されていた。まさに「みんなで頑張りましょ

う」という気持ちにさせてくれる番組であった。 

 

○  「収穫の喜びを味わわせてあげますよ」や、「あがらいん」、「またこさいん」と
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いった言葉などに表れた登米市の皆さんの優しさと、これに応えるコロッケさんの

やわらかな表情がとても印象に残り、心温まる番組であった。今回の大震災では、

津波被害や放射能汚染問題が取り上げられることが多いが、古い家並みの多くが壊

れてしまっているなど、登米市のような内陸地域でもその被害の大きさを改めて知

ることができ、大震災の悲惨さを再認識させられた。 

 

○  ほんわかとした温かみのある２９分間の番組だったと思う。登米市がこれほどの

被害を受けていたことを知らずにいた。大きな被害を受けても訪れてくれた人を精

いっぱいもてなしてくれた登米市の皆さんの優しさと強さを感じた。 

コロッケさんは震災発生直後から数多く被災地に駆けつけており、被災地に寄せ

る思いや言葉がもっと前面に出てくるのかと思っていたが、その思いをあえて抑え、

番組全体をほんわかとした優しさで包んだように思えてならない。ステージで最後

に語った言葉が精いっぱいのコロッケさん自身のメッセージであったように思える。 

 

○  １０月２４日(月)の「ＢＳコンシェルジュ」の中でも紹介されていたこともあり、

４つの“えん”が番組の中に、どのように登場していくのかを楽しみにしながら番

組を見た。この“えん”をめぐる出会いや登米市の皆さんの優しさが随所に見られ、

期待どおりの番組であった。しかし、コロッケさんは何度となく被災地を訪れてお

り、コロッケさんなりの思いがあったとは思うが、そのあたりを番組からはうかが

うことができなかったのが残念であった。 

 

○  タレントであるコロッケさんのキャラクターを最大限に引き出し、活用した番組

であったと思う。しかも震災関連番組ではあるが、これまでとは視点を変えた、非

常に新しい発想の上に考え出された番組だった。しかし、“援”、“縁”、“エン”、

“円”がつながるすてきな旅であったという結論に至るためには、どこを一番われ

われは見るべきだったのか、自分自身でまとめることが難しかった。案内人が３人

も登場したため、どの視点で見ていけばよいのかが的を絞りきれなかった。 

一方、登米市の人々の暮らしや、歴史・風土・風俗などの多くを学ぶことができ

た。震災関連番組というと「流された」、「亡くなった」、「家族がまだ見つかってい

ない」、「仮設住宅での暮らしが苦しい」などという内容が多い中で、とてもほっと

する内容であったということは高く評価したい。 

 

○  本当にほっとするよい番組だったと思う。宮城の明治村と言われている登米市を

紹介してもらい、感謝している。この番組を見た全国の皆さんも登米市を訪れても

らうきっかけとして、集客効果も期待できる。 

番組は、“人よし”、“味よし”、“景色よし”に沿って展開され、コロッケさんの
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ショーで笑いと涙を誘うという構成だった。これが番組の主題、狙いであったとよ

く理解できる作り方であった。特にコロッケさんのキャラクターがうまく引き出さ

れていた。この番組を見るまでは、コロッケさんはものまね芸人であることは知っ

てはいたが、人となりまでは知ることがなかった。番組の中でも紹介されていたが、

震災後、沿岸部の避難所を中心に１９か所に駆けつけるなど、温かい心を持った人

だということを初めて知り、芸人コロッケさんを人間として見直すことができたの

も収穫の一つである。 

 

（ＮＨＫ側） 

「きらり！えん旅」は、「きらり！東北の秋」の中で２本放送してい

る。１本がコロッケさんであり、もう１本は加藤登紀子さんが岩手県遠

野市を訪ねる番組である。さらに今年度内に９本の番組化を予定してお

り、うち２本は６０分間のスペシャル版である。 

ご指摘のように「鶴瓶の家族に乾杯」と似ているが、この番組には２

つ大きな違いがある。１つは、旅人は歌手やエンターテイナーであり、

最後に必ずステージで持ち前の芸を披露することである。被災地の人た

ちに本物の芸に触れてもらい、ほっとするひとときをお届けしたいとい

う願いがある。今回コロッケさんは登米市観光物産大博覧会に参加した

ため、その点がわかりにくくなってしまったかもしれない。もう１つは、

東北に観光に訪れてほしいという思いと狙いがある。その地域の魅力を

地元の方が案内人となりアピールすることで、東北を訪れる人が増えて

ほしいと考えた。コロッケさんの旅では、いかにも飛び入り参加したよ

うに見えてしまったところがあり、「鶴瓶の家族に乾杯」と同じように

思えてしまうようになってしまった。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月２１日(金)の東北Ｚ「糸で世界を変えてみせる～山形・若き経営者の挑戦

～」では、日本でしか作れない糸を作ろうと頑張っている経営者の努力と経営手腕

がつぶさに取材されており、とてもよい番組だったと思う。これからも地方のまだ

有名ではないかも知れない埋もれた企業の物づくりにスポットを当てた番組を制作

してもらいたい。 

 

○  １１月４日(金)の今夜はなまらナイト「なまらナイトｄｅ文化祭」(総合 後7:30

～8:43 山形単)は、ゴールデンタイムに７３分間の山形弁づくしの番組だった。作
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家の井上ひさしさんの言を借りれば「縄文時代の標準語はいわゆる東北弁だった」

ということだ。文化を支えるためにはそこの土地に根ざした言葉が重要である。今

後もぜひ続けてもらいたい番組である。 

 

○  １０月２３日(日)から２７日(木)の「毎日 寂聴 青空説法」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前

７:45～8:00）では、瀬戸内寂聴さんが東日本大震災で被災した沿岸部を訪れ、被

災した人々を勇気づける青空説法を紹介していた。被災し、説法を直に聞く人も、

またこれをテレビで見ている被災者も、共にどれほど力をもらうことができたか計

り知れない。こうした放送というか支援施策は、ＮＨＫならではのものであり、Ｎ

ＨＫにしかできない番組である。 

 

○  １０月２７日(木)の「きらり！えん旅～加藤登紀子 岩手・遠野市へ～」(ＢＳ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後9:00～9:29)では、もう何度も紹介されているカッパのおじさんが登場す

るなど、遠野市に対するパターン化された紹介をしていた。前作の登米市への旅で

感じた新鮮さが感じることができなかったのが残念に思える。番組の最後に加藤登

紀子さんが歌を披露し、被災された方を元気づけるというのはよいが、加藤登紀子

さんには、もっと遠野市の皆さんと触れ合ってもらいたかった。 

 

○  １１月６日(日)のＮＨＫスペシャル「孤立集落 どっこい生きる」(総合 後9:00

～9:58)では、被災地の本当の生の声を伝えていた。特に宮城県南三陸町の大きな

集まりの時に、馬場中山集落の方が切々と思いを語っていた場面では、集落の方々

の深い思いが感じられ、その思いが見る人にもしっかり伝わったと思っている。今

後どのように孤立した集落をまとめながら再建へとこぎ着けることができるのかを

見守っていきたいと思っている。ぜひとも継続した番組化をお願いしたい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「孤立集落 どっこい生きる」は、すごい番組であると思った。

この番組の前半部分で紹介されている内容は５月２日(月)の「孤立集落 どっこい

生きる－被災地 再起への記録－」(総合 前8:15～8:58)で見せてもらっているが、

改めてＮＨＫの先見力と予知力に感動しながら番組を見た。行政から見放された集

落が自らの手で道を作り、港を再開し、産業を興していくという、まさに「どっこ

い生きる」力強さに感心させられた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「孤立集落 どっこい生きる」は、集落の復興に向けた取り組

みが時系列に沿って紹介されており、とてもわかりやすかった。こうした取り組み

をきちんと進めていくことが、復興への力になることを強く感じた。復興はとかく

人頼みにしがちであるが、特に行政が動けなかったことが逆に復興への原動力とな



6 

 

った点を考えれば、「生きていくために自分たちで何とかしなくてはいけない」と

いうことであり、その点が自分たちには少し不足していたことに気づかせてもらっ

た。同じく被災した者として力を得ることができた番組であった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「孤立集落 どっこい生きる」は、本当にこれはすごい番組だ

った。馬場中山集落の皆さんの懸命に努力する姿を見て、このようなすばらしい国

民がいる一方で、動けない行政がある。なぜこのような国民と離反した国になって

しまったのかを明確にしたすばらしい番組であった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「孤立集落 どっこい生きる」は、「孤立集落どっこい生きる

－被災地 再起への記録－」の続編として制作された番組であり、継続的に取材を

続けてもらっていたと心を強くした。番組の前半部分は、５月の番組と重なる部分

ではあったが、新しい復興プランである「未来道プロジェクト」と「なじょにかな

るさープロジェクト」とが、その後新たにスタートしている。番組を見て、宮城県

のおじさんたちは本当によく頑張っていると、痛快ささえ感じてしまった。何もし

ない“官”に対して勧善懲悪的に挑む“民”の構図があり、着々と成功を収めてい

くところに感動するものがあった。昔はみんな自分たちのことは自分たちでやって

いたが、いつの間にか、町や県がしないから、国がしてくれないからというような

世の中の風潮になっていっているような気がする。しかしこの集落は、全く正反対

のことを行って、今のところ成功していることを心強く思わせてくれた番組だった。

インターネットの威力というか、若者の柔軟な発想がなければ、プロジェクトの成

功もなかったと思う。 

また、１０月２１日(金)のクローズアップ東北「消えゆく町で～宮城・石巻市雄

勝町～」では、住民4,000人のうち3,000人が町を離れ、約２０か所の集落の半分が

消えてしまったという現状がリポートされていた。「孤立集落 どっこい生きる」

の南三陸町馬場中山集落と雄勝町との違いは何かを考えと、リーダー的な存在の人

がいるといないとの差が大きいように思える。雄勝町に強力なリーダーがいれば、

あるいは住民の絆が強ければもう少し何とかなったのではないかと思っている。雄

勝町も「サキどり↑」で紹介されているように、シビックフォースという民間団体

が資金を融資し、すずり組合の再建に取り組んでいるとか、あるいは東京の起業家

と雄勝町の漁師が漁業の再生を目指して新しい会社を興すなど、集落の中でも元気

な地域もある。雄勝町の全体を一つにくくるのであれば、復興に向けて一生懸命頑

張っていることも紹介してもらいたかった。 

 

○  １１月６日(日)のＮＨＫアーカイブス「シリーズ原子力(１) 秘められた巨大技

術」は、原発が実際に事故を起こしてしまった今、改めて当時どのような視点で原
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発をとらえていたのかを中心に見たが、とてもわかりやすく、しっかりとした理論

に裏打ちされた番組であったと、改めて当時の番組のすごさに驚かされた。当時予

見されたことが全て当たっていた。   

 

○  １１月９日(水)のクローズアップ現代「どう避難をうながすか変わる大津波警

報」は、これだけ多くの犠牲者が出たことの原因の１つに、気象庁の津波警報の在

り方が大きく関わっていると思っていたため、大きな関心をもって番組を見た。し

かし、テーマが大きいだけに、２６分間の枠にはおさまりきれなかったというのが

全体的な印象である。 

日本の気象庁の津波警報の出し方はすばらしく早いと思っていたが、それは「３

分ルール」に基づいているということを初めて知った。平成５年の奥尻島での津波

の経験を踏まえてということであったが、巨大地震の場合はどうしても津波の初期

値が小さく出る傾向があるのだということもわかった。実際、今回の東日本大震災

でも、津波警報の第１報は３メートルだったということは番組でも紹介されている。

しかし、気象庁はこの弊害についてどのような対処方針を持っていたのだろうかと

いうことが番組を見ていてもわからなかった。今回の大震災をきっかけに、気象庁

としては、とにかく逃げてもらう、避難してもらうための警報に切りかえるという

ことのようだか、最初からどんと、例えば「１０メートルの津波」というようにす

るのかという議論と、大きな数字を出して“外れ”が続くと信頼を失う、つまり

“オオカミ少年”になるという議論に二分されていることは番組を見ていてよくわ

かった。また、警報見直し検討会議の中では、数値ではなく、「巨大津波」という

定性的な表現で発表するという方向に決まっていくが、見ている側からすると唐突

な印象を受けてしまった。国谷裕子キャスターが「言葉よりも３メートルとか５メ

ートルという数字の方が信頼性が高いのでは」とゲストに質問するが、放送時間の

関係からか満足な答えがないままに番組が終わってしまった。 

番組として問題点のポイントはよくとらえていたとは思うが、時間的な制約の中

では説明不足になっていたのではないかと思った。「クローズアップ現代」は、１

話完結が原則だと思うが、このような重要なテーマは複数回に分けて放送してもよ

かったのではないか。 

 

○  クローズアップ現代「どう避難をうながすか 変わる大津波警報」については、

２６分間の中でコメンテーターから話を聞く形式では、どうしても時間的な制約も

あり、番組が中途半端で終わってしまう。しかもそのコメントが適切・的確であれ

ばよいが、なかなかそうはいかない。１０月２８日(金)のクローズアップ東北「そ

れでも酒っこ つくるべや～陸前高田 再起の酒造り～」では、コメンテーターを

登場させず、事前に取材した内容をそしゃくして金子哲也キャスターがきちんと時
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間内に伝えていた。この「クローズアップ現代」も、コメンテーターを登場させる

より、事前にきちんと取材し、それをＶＴＲやパネルで解説してもらう方がよりわ

かりやすかったのではないかと思う。制作・演出手法や一話完結のスタイルも見直

してもよいのではないか。 

 

○  クローズアップ現代「どう避難をうながすか 変わる大津波警報」では、前半部

分が大津波警報の出し方をめぐる内容であったが、後半部分については、報道機関

の課題がテーマであった。「ＮＨＫでは発生から３０分間に２１回の避難の呼びか

けをしました」ということであった。しかし、「もっと切迫感、危機感を前面に出

していくことができなかったのかとの反省もある」とも言っていた。実際は３０分

後に１０メートルの津波が来ると、津波の高さが引き上げられているが、その時Ｎ

ＨＫとしてはどのように注意喚起をしたのかが非常に重要になってくる。テレビで

はどうか、ラジオではどうだったのかの事実関係を詳しく示してほしかった。また、

ほとんどが東京からの全国放送であったが、もっと地方局からのきめ細かい情報が

あれば、避難の呼びかけも違っていたのではないかと思っている。 

大きな地震となれば、必ずと言ってよいほど電気は停まってしまう。停電の時に

頼りとなるのがラジオであるが、このラジオを今後どのように活用するのか、ラジ

オからの正しい情報、あるいは切迫感のある避難の呼びかけをもっともっと考えて

もいいのではないかと思っている。 

 

（ＮＨＫ側） 

津波警報の伝え方は、非常に大きなテーマである。国民の生命・財産

に関わる報道をどのように伝えていくかというのは極めて重いテーマだ

と認識している。とても２６分間の「クローズアップ現代」の中だけで

紹介できるような問題ではない。この問題に対する報道姿勢の原点は、

「１人でも多くの命を救う」ことであり、そのためにはどうあればよい

かという視点が何よりも優先される。“オオカミ少年”になることは困

るが、気象庁の情報に基づき、その上でわれわれは「１人でも多くの命

を救う」という観点から報道を続けていきたいと思っている。 

「情報が命を守る。命を守る情報がある。」というのが公共放送の原

点だと思っている。情報の伝え方や避難の呼びかけについては、さまざ

まな見直しを行っている。アナウンサーを中心に、「どうすればしっか

り伝わるか」、「警報が出た時の口調はどうあるべきか」、あるいは画面

上でも「逃げてください」との赤いテロップ表示をするなど、さまざま

な検討、議論を行っている。 
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○  １１月１３日(日)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「助かった命が なぜ」で

は、多くの方が喜び合う場面から番組が始まるが、本題である“震災関連自殺”と

ミスマッチのように感じてしまった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「助かった命が なぜ」は、よく見るととても

つらい番組だが、まだわれわれが手助けできる可能性を示唆してくれる番組でもあ

った。被災者の心の傷を理解した上で、ほんの少しの手助けでも命を救えるかもし

れないということを知った点で大変勉強になった。言葉として耳に残っているのは、

「生活基盤ができれば立ち直るんだ」、「夢が咲く種をまきたい」、「生かされた者と

して人の命を失いたくない」という言葉は、とてもつらい目に遭った人にしか言え

ないような言葉であり、今でも心に残っている。 

 

○  けさのＮＨＫのニュースで、福島県産の米から基準値を超えるセシウムが検出さ

れたことを伝えていた。恐れていたことが現実に起きてしまい、地元の農家の方は

もちろん、東北に住むわれわれにとってもショックなニュースである。ＮＨＫとし

ては事実として伝えざるをえないと思うが、今後どうすべきかや風評被害対策をど

うするかということも考え、さらに詳しく報道していってもらいたい。 

 

○  東日本大震災関連報道の中でたびたび「被災３県」という言い方を耳にするが、

青森県八戸市は直接被害だけでも1,150億円にのぼる。人的被害は少なかったが、

青森県も被災地の１つである。「被災３県」だけが一人歩きすると、青森県への支

援が滞ってしまうのではないかとの懸念もある。ぜひとも検証をお願いしたい。 

 

○  震災関連番組については、海外の人たちからもその視聴希望があるのではないか

と思う。ＮＨＫの番組を海外に向けて放送することで、不確かな情報の広がりを未

然に防止する意味においても、きちんと発信していく必要があるのではないかと思

っている。 

 

（ＮＨＫ側） 

震災関連番組の海外への発信については、「ＮＨＫスペシャルなどは

巨大津波のほとんどの番組を英語版にし、「ＮＨＫワールド」で海外へ

の発信を強化することにしている。これは、経営計画の中にも「海外へ

の発信を強化する」ということが盛り込まれており、かなりの数を放送

していく。 

 

○  震災から８か月が経過する今、福島県は根強い風評被害などにさらされている。
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一方でＮＨＫが、「あさイチ」の中で福島県を魅力的に取り上げてくれていること

は歓迎している。また、「きらり！東北の秋」では、東北らしい美しい自然や親し

みのある人物が紹介されたりしている。この影響かどうかはわからないが、週末は

東北の宿の予約が取りにくいという現象が起きているとも聞いている。少しずつ東

北のよさを全国の皆さんが感じ始めてきているようである。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「きらり！東北の秋」は、９日間という期間に、合わせて３５本の番

組を放送した。総合テレビでは「毎日 寂聴 青空説法」や「宿坊 コ

コロとカラダ満つる旅 東北路」などを東北ブロックで放送するととも

に、「宮沢賢治の音楽会」を１１月２３日(水)に、少しコンパクトにし

た形で全国放送することにしている。また、１２月から来年２月にかけ

ては、「ほっこり！東北の冬」というキャンペーンを予定しており、地

上波でも取り組んでいく。 

 

○  １０月２６日(水)のにっぽん紀行「金沢 芸妓ふたり」(総合 後7:30～7:58)で

は、笛を吹いた峯子さんが８４歳、鼓を打っている乃莉さんが７７歳という２人を

紹介していた。２人は共に茶屋のおかみ同士で、ふだんはライバル関係にあるとい

うことであった。番組の中でも相手の話に耳を貸さなかったり、稽古の最中に口げ

んかをしたりで、本番の舞台が心配されるほどであった。しかし、この２人は、芸

を通して共通する人生を歩んでいることが、手を握り合って舞台に再登場する場面

で知ることができた。ナレーターを務めた藤村志保さんも落ち着いた語り口で、番

組全体を柔らかく包んでいた。   

 

○  １０月２７日(木)の「宿坊 ココロとカラダ満つる旅 東北路」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後

11:30～11:59)では、バイオリストの寺井尚子さんが宮城県の瑞巌寺で修業を体験

するものとして紹介されていた。しかし、４０分の座禅を体験したり、朝ごはんを

食べてお祈りしたからといって救われるものではないと思う。臨済宗の真髄が一晩

の「宿坊」体験で理解できるはずがなく、企画としては少し安直ではないかと思っ

た。 

 

○  １０月２９日(土)「宮沢賢治の音楽会～３．１１との協奏曲～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後

9:00～10:58)は、非常によい番組だった。２時間じっくり宮沢賢治の世界を音楽に

的を絞って見せようとした着想がすばらしかった。また、大貫妙子さん、坂本龍一

さん、松本隆さん、細野晴臣さんというと、1970年代にニューミュージックの洗礼

を受けた人は、この顔ぶれに感激しながら聞き入ってしまったのではないか。特に、
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種山ヶ原での手嶌葵さんの歌では、今にも風の又三郎が出てくるのではないかと思

わせるような印象深いもので、全体を通し、極めて東北らしい音楽番組であった。 

 ただ、唯一気になったのは、こぶしをきかせた歌い方をしている歌手がいたが、

賢治の素朴で質素な作品が違うもののように聞こえてしまい、多少の違和感を持っ

てしまった。 

 

○  「宮沢賢治の音楽会」は、とてもよい番組だった。実力派の出演者が勢ぞろいし、

見応えのある番組であった。宮沢賢治というとどうしても素朴で茫洋(ぼうよう)と

した風貌というイメージがあるが、今回の音楽会はそれとは違った視点で描かれて

いたところに、おもしろさを感じた。 

宮沢賢治の育った岩手県花巻市の文化は、盛岡市とも岩手県南部とも異なる。花

巻弁は言葉づかいも独特なものがあり、地元の人間からすると、その中で「雨ニモ

マケズ」を朗読するのはかなりの勇気の要ることであるが、俳優の松山ケンイチさ

んのとつとつとした朗読を聞いていて、朗読の難しさを改めて感じた。 

また、司会を務めた比嘉愛未さんの少し浮いたような、番組の流れにマッチしな

いコメントが気になった。 

 

○  １１月５日(土)の朝日新聞の社会面に「松本人志 大文化祭」の広告が掲載され

ていた。この番組に多額の広告料をかける意味がどこにあるのか疑問である。番組

自体も感心できるものではなく、ＢＳプレミアムが８時間３０分にわたって好き勝

手に使われてしまったという気持ちである。広告のしかたも番組の在り方もぜひと

も検討してもらいたい。 

 

○  １１月５日(土)の「松本人志 大文化祭」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後3:00～6:45、後7:00～

11:30)と「松本人志のコントＭＨＫ」(総合 後11:30～11:59)は、昨年も同様な企

画があり、決して評判はよくなかったと思っている。昨年も２５時間にわたりＢＳ

プレミアムで「大文化祭」として延々放送し、好評ではなかった企画を今年もまた

実施することには疑問を感じている。松本人志さんはどれほどの芸人なのか。将来

はチャップリンに匹敵するほどの話題の人物なのか。どうしても納得できない企画

である。 

 

（ＮＨＫ側） 

  「松本人志 大文化祭」については、ＢＳプレミアムでの放送という

ことで、通常の番組に比べ「エッジの効いた」作り方をした番組である。

このため、非常に好感を持って受けとめてくれる人には極めて好評意見

になるが、逆にそうでない人には「何だあれは」と、評価が極端に分か
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れる傾向のある番組である。番組宣伝の在り方については、公共放送と

してよく考えていかなければならないと思っている。 

 

○  １１月７日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「追い込まれなきゃ、おもし

ろくない～脚本家・三谷幸喜～」では、脚本家の三谷さんのこだわり続けるものや、

三谷さんの発想のすばらしさ、あるいはそのエネルギーがどこから湧き上がるのか

がテンポよく、またとても丁寧に描かれていた。 

 

○  １１月１１日(金)の「ＮＨＫニュース７」で、辻井伸行さんのアメリカ・カーネ

ギーホールでの演奏公演を紹介していた。しかし、その中でキャスターが「目の不

自由な若手ピアニストの辻井伸行さん」とわざわざコメントしていた。辻井さんは

今やピアニストとしては世界中に名声を博している。その実力者に対し「目の不自

由な」までつけ加える必要があるのかと思った。 

 

○  １１月１１日(金)の総理記者会見は、ＴＰＰに関する我が国の進むべき方向を示

唆する重要なものであったが、会見開始の午後８時にＮＨＫでは「ＮＨＫ杯フィギ

ュア」を放送していた。記者会見の模様はその後の「ニュースウオッチ９」で紹介

されてはいたが、生中継で見たい人が多くいたのではなかったか。記者会見の開始

時刻はあらかじめ知らされており、総合テレビが無理なら衛星放送で伝えるとか、

ラジオで中継するとか、手法はさまざまあったと思う。何らかの形で対応してほし

かったと思っている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  総理会見については、一方で視聴者の方のさまざまなご意見もある。

記者会見を実施する日も時間も二転三転したという経緯がある。できる

だけ生放送したいとは思っていたが、直後に「ニュースウオッチ９」が

控えていた時間であったため、その中で対応することにした。 

 

○  ＴＰＰ(環太平洋パートナーシップ協定)に関しては、地元マスコミは震災対応に

追われるあまり、十分な役割を果たせていないように思える。「ＴＰＰとは」がよ

くわからないままに議論され続けているのが現状ではないだろうか。津波で海水を

かぶった農地の塩害は深刻で、沿岸部の農家は農業を諦めようとする動きもある中

で、被災地から見たＴＰＰという視点を大事にしながら、腰を据えてＴＰＰに取り

組む姿勢が報道機関としては必要である。 
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（ＮＨＫ側） 

ＴＰＰについては、１１月１８日(金)のＮＨＫスペシャル「徹底討論 

ＴＰＰ どうなる日本」(総合 後10:00～11:13)の放送を予定している。 

これからも最重要なテーマの一つとして取り組んでいく。 

 

○  ＢＳ時代劇「塚原卜伝」は、全７回の全てを見た。負けるはずはないと思いなが

ら見ていたこともあり、非常におもしろいドラマであった。ドラマの後半に山本勘

助が登場したが、武田二十四将の山本勘助が塚原卜伝の弟子であったという話は初

めてだった。時代考証上ではどうであったのか興味がある。 

 

○  プロ野球のクライマックスシリーズでは、ＮＨＫが衛星放送でセ・リーグとパ・

リーグをマルチ編成で放送してくれ、野球ファンにとっては手厚くサービスしても

らっているという印象を受けた。 

また、１１月１５日(火)の２０１４ＦＩＦＡワールドカップ アジア３次予選

「日本」対「北朝鮮」も中継してくれた。ＮＨＫのスポーツ中継に対するしっかり

とした考え方を見せられたように思っている。 

 

○  よる☆ドラ「ビターシュガー」やドラマ１０「カレ、夫、男友達」についての新

聞や雑誌の論評では「かなり際どいところまでやっている」というとらえ方をして

いるようであるが、民放ドラマにはない、さらりとしたＮＨＫらしさが出ており、

とてもおもしろく仕上がったドラマだと思う。毎回、次回を楽しみにしながら見て

いる。主なターゲットをアラフォー女性としている狙いは、ぴたりと的を得ている

と思っている。 

 

○  けさの「あさイチ」で、番組を見ている視聴者からのファクスを紹介していた。

「最近の『あさイチ』はおかしいのではないか」、「くだけ過ぎではないか」、「民放

のバラエティーではないのだからもう少しＮＨＫらしいものを放送すべきではない

か」という非常に辛辣な意見であった。“ＮＨＫらしい”とはどういうものかを考

えさせられた。 

「あさイチ」はおもしろいと思いながら見ている。取り上げる話題の中には、少

しやり過ぎかなと感じるものもあるが、人それぞれにさまざまな受け止め方がある

と思っている。よしあしは別にしても、あれだけの反響があるということは、皆さ

んが興味をもって見ている証拠にほかならないと感じている。 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年１０月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会（議事概要） 

 

１０月のＮＨＫ東北地方放送番組審議会は、２０日（木）、ＮＨＫ仙台放送局におい

て１０名の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、視聴番組の「響け！笑顔のスウィング～気仙沼 小中学生 ジャズ

バンド～」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。 

最後に、１１月の番組編成について説明の後、放送番組モニター報告と視聴者意向報

告が行われ、会議を終了した。 

主な審議状況は、次のとおりである。 

 

（出席委員） 

委 員 長  佐 藤 令 一  （（株）七十七カード 取締役社長） 

副委員長  佐 藤  瀏  （岩手大学 名誉教授） 

委 員   浦 沢 み よ こ  （（株）インターサポート 代表取締役） 

 折 原  亨  （学校法人原田学園山形女子専門学校 校長） 

 是 永 幹 夫  （（株）わらび座 取締役） 

 佐 竹  勤  （東北電力（株） 常務取締役） 

 島 守  賢 （（株）ダイマル 代表取締役会長） 

 鈴 木 素 雄  （河北新報社 論説委員会委員長） 

 増 子 恵 美 子  （福島学院大学附属幼稚園 園長）        

 蓬 田 隆 子  （（株）リブレ 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜「響け！笑顔のスウィング～気仙沼 小中学生 ジャズバンド～」について＞ 

 

○  この番組は、本放送と再放送の２度見た。１度見て、「東日本大震災から定禅寺ス

トリートジャズフェスティバルまでの半年間の記録」としては伝わってこなかった

ので、もう１度見た。番組からは、非常に困難な状況下でも頑張っている子どもた

ちの爽やかさと、定禅寺ストリートジャズフェスティバルで演奏した「リパブリッ

ク讃歌」に象徴される“未来への希望”は伝わってはきたが、半年間の記録として

何かが足りないように思い、再度見直した。半年間という時間の経過が感じられな

かったのは、小山奏子さんと父親の小山武さんとの関係や、バンドを指導した須藤

丈市先生の子どもたちに対する思い、またパートで家計を支えている母親である勝

江さんの思いやバンドの仲間たちとの関係の描き方が、表面的過ぎたのではなかっ

たかと思う。 
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○  宮城県気仙沼市は、東日本大震災で甚大な被害を被った。その気仙沼市で、そこ

から立ち上がっていこうという動きのあることは、多くの人に勇気を与えてくれる。 

ジャズフェスティバルへの出場を目指し、練習を開始する奏子さんが、徐々に立ち

上がっていく過程は見えたと思う。震災直後の暗い表情に比べると笑顔がとてもす

てきに感じた。また、ジャズフェスティバルでの演奏の後半に、会場に集まった観

衆が涙ぐんだり、最後には一斉に立ち上がるシーンが紹介されていたが、この場面

は観衆の思いがよく伝わり、非常に感動した。 

しかし、途方に暮れ、酒びたりの毎日を過ごす父親の武さんの姿が比較的長く紹

介されていた割には、奏子さんとの絡みが薄かったため、急にドラムを演奏し始め

た父親の姿に、見ていて戸惑いを感じてしまった。人は一度やる気を失うとなかな

か立ち上がれないものだ。しかし、ドラムを演奏し始めた父親には、何かの変化が

あったはずである。親子間の変化や関係性の意味がよく理解できるようにしてもら

いたかった。 

 

○  半年間の取材で記録した映像を、メリハリを効かせてよく２６分間にまとめたと

いうのが総括的な印象である。番組スタッフが避難所で奏子さんと出会ったのは、

震災直後の３月中旬だったはずである。そうすると、その時期に既に「この番組の

ゴールは９月１１日の定禅寺ストリートジャズフェスティバルだ」というところま

で見通した上で、この企画に取り組み続けた点に、とても興味をもっている。 

３月といえば大混乱の中で、ＮＨＫも震災報道に全力をあげている最中であるに

もかかわらず、先を見通した番組を企画する力があることを再認識するとともに、

あまり有名とは思えない小中学生のジャズバンドに、番組制作という視点から着目

した豊かな企画力にまず感心させられた。父親が荒れて酒を飲むシーンがあり、こ

の先どうなるのかと、とても心配したが、父親も立ち直りの兆しが見え、奏子さん

も元気を取り戻し、ハッピーエンドでよかったと思う。震災関連の番組は、結末が

厳しくてもよくても、涙が出てしまう。 

この番組は、スウィング・ドルフィンズというジャズバンドの半年間を記録した

ものであるが、奏子さんの家族も含めた小山家の半年の記録でもある。そのように

考えると、父親が祭りでドラムをたたくことで本当に元気を取り戻せるものかとの

疑問がある。もしかすると、番組化を意識し、奏子さんのために元気を出したのか

も知れない。今回の番組ではハッピーエンドで終わりはしたものの、実際にはどう

なのかがとても気がかりでならない。 

この父親は、被災地にいる多くの父親の一人でもある。２６分間という番組の中

では無理かも知れないが、父親側から見た記録であれば、どのようになったのかも

見せてもらいたかった。 
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○  ジャズフェスティバルにおける演奏前のあいさつで「今年の演奏は下手です。

広い心でお聴きください」と言っていた。番組に描かれたさまざま葛藤を象徴す

るかのような言葉であり、あの言葉だけで救われたような気がした。父親の苦悩

と心情、荒れた生活にカメラが迫る意味もよく理解できるものの、２６分間の番

組ということを考えると、取り上げ過ぎたきらいがある。一方で、小山家以外の

父親や奏子さん以外の小中学生が、苦悩を感じていないように映ってしまい、な

ぜか小山家の奏子さんと父親だけが苦しんでいるように感じてしまった。番組の

サブタイトルが「ある親子の記録」というものであれば納得したかも知れない。 

また、アメリカ・ニューオリンズから楽器が寄付された経緯や、ジャズフェス

ティバルについての紹介も、もう少し詳しく見せてほしかった。 

 

○  放映した時間が東北ブロックでは祝日の午後６時台、全国放送の再放送が日曜

日の午後５時台であったため、小学生や中学生も見やすい時間帯の放送であった

し、同じ年頃の子どもを持つお母さんにも伝わる番組だったと思う。 

番組は家庭や学校、あるいは地区や地域を、それぞれの場面をうまくとらえ、

奏子さんの人間性とうまく結びつけていた。家庭の中の奏子さん、学校の奏子さ

ん、友達と過ごす奏子さんの全てがあり、知らず知らずのうちに奏子さんに引き

寄せられた。 

また、番組にインパクトを与えていたのが須藤先生だったと思う。練習に身が

入らない奏子さんに対し、厳しいながらも寄り添う姿や、ジャズフェスティバル

の会場で客席とステージをうまくつなぎ、一体化させていく場面など、教師の役

割というか、子どもたちとの信頼関係の築き方がうまく描かれており、共感を持

った。   

番組の主人公の名前は、「奏でる子」である。音楽好きな父親が付けた名前が

「奏子」であり、父親として特別な思いがあったと思う。この親子には音楽を通

じてつながっていく関係性がもともとあったことを考えると、娘が音楽で悩む姿

を見守る一方で、父親がドラムをたたきはじめた場面も意味をもつと思った。 

震災からの復興に向けて、さまざまな人たちが立ち上がるためには、一人一人

の小さな育ちとか、前を向いて生きようという気持ちや周りの人とのつながりな

どがあって、その小さな積み重ねがやがて全体が立ち上がる大きなうねりになる

ことを、この番組を見て感じることができた。 

 

○  この物語は、２６分間の放送時間では足りなかったと思う。奏子さんが音楽を

通じて元気を出していくという物語と小山家の家族の物語の２つのテーマがあり、

これを２６分間に描くことには無理があったように思う。 
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さらにこの物語の発端は、ニューオリンズから楽器が贈られたということであ

る。ハリケーン・カトリーナの被害にあった地域のライブハウスから楽器の寄付

があり、それを日本アームストロング協会がつなぎ、カフェバーを営む佐々木さ

んがつなぐという、楽器が気仙沼市の子どもたちの手元に届くまでの興味深いい

きさつも結構あった。こうした点も入っていれば、番組としてさらに厚みが増し

たように思える。 

番組の中では、奏子さんにアップで迫るシーンが多用されていた。アップする

ことで見えてくる奏子さんの微妙な表情の変化をカメラはよくとらえていた。思

わず「頑張れよ」と言いたくなるような気持ちにさせられた。 

 

○  番組の冒頭は、厳しく指導する先生や居酒屋で酒ばかり飲んでいる父親が登場

したりで、この先どのようになるのかと思いながら見ていた。そして最後に、定

禅寺ストリートジャズフェスティバルで結末を迎えることになり、その時はじめ

て番組が描きたかったことを知ることができた。 

 

○  第一印象としては、「連続テレビ小説」の総集編を見たような気持ちになった。

番組には大きく２つのストーリーがあった。１つが被災したままで荒れた居酒屋

に手もつけず、酒ばかりを飲み、ぼう然としている父親とその家族の姿であり、

もう１つがぎりぎりの生活の中で目標に向かって進んでいこうとする「笑顔のス

ウィング」である。もし父親を登場させなかったら、ほかの委員が言うように、

ニューオリンズから楽器が届いた経緯やジャズフェスティバルの紹介、あるいは

ほかのメンバーとのかかわりが描けたかも知れない。 

「連続テレビ小説」の総集編と言ったのは、最後のエンディングロールのとき

に、奏子さんが自転車に乗って笑顔で走っていく映像に、「元気で頑張ってほし

い」というメッセージを感じたからである。 

 

○  震災、津波被害で練習ができない状態だったが、国内外からの支援で活動が再開

できた。世の中の連帯意識の強さを感じさせる番組だった。ただ、定禅寺ストリー

トジャズフェスティバルに参加することが初めから想定されており、そこに向けて

番組が企画されていたのかが、どうしてもわからなかった。 

この家族は、避難所から仮設住宅に入居することになる。これは家族にとっては

重大な転機であるが、奏子さんの表情は相変わらず暗いままであった。そこに何が

あったのかが詳しく語られていない。一方、その原因が父親だったとすると、物語

は別のストーリーとして進んでいくことになるが、そのどちらかが最後までよくわ

からなかった。 

また、番組の中身の問題ではなく、番組から出てきた問いかけであると思うが、
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父親が「人口が減ってしまって居酒屋ができないんだ」と言っている。これは被災

地が抱える重大な問題点である。これから産業をどのように興していくかを考える

とき、ジャズフェスティバルでスウィング・ドルフィンズが演奏したことで着地し

てよいのかを考えざるを得なかった。 

 

○  スウィング・ドルフィンズの活動と小山家の親子の葛藤の、２つのストーリー

があったと思う。しかし、スウィング・ドルフィンズの記録というよりは小山武

さんの心の立ち直りの方に比重があったように、番組を見て感じた。 

父親の小山武さんが日々酒を飲む姿が映っていたが、これは被災地にみられる

現象の一つでもある。 

被災地である宮城県石巻市や気仙沼市では、パチンコ屋が大盛況だそうだ。先

の見通しが見えない今、酒におぼれる人、パチンコに興ずる人が多いのではない

かと思っている。小山武さん以外のスウィング・ドルフィンズのメンバーの父親

の中にもそうした人がたぶんいるのかと想像したりもした。被災地では、少しず

つでも復興に向けて地ならしが進んでいるのは非常に喜ばしいことではあるが、

なかなか立ち直れない多くの人もおり、今後も継続して、このような番組を放送

してほしい。 

 

  （ＮＨＫ側） 

この番組は、そもそも３月の震災直後に全国から応援に来ていた中の

あるカメラマンが、避難所の小学校でトランペットを吹いている女の子

を見つけ、どうしてこの子は毎日毎日トランペットを借りに来て、吹い

ているのかが気になったというところから始まった。 

スウィング・ドルフィンズは、地元でもあまり有名なバンドではなか

ったが、その子を追い始めた矢先、ニューオリンズから楽器を寄付され

たということを知った。４月にその話を含めて「ニュースウオッチ９」

でかなり長めの企画を放送したのがはじまりである。   

その後、現場から継続取材の申し出があり、震災半年前後のタイミン

グでの番組化を決定し、撮影を継続してきたという経緯である。 

日々被災地の現場の身につまされるような厳しさ、悲惨な現実に接す

ることばかりの中で、子どもたちの未来に向けて、本当に0.1ミリだけ

でも希望が見える姿を描けないかと思っていた。 

撮影を担当したカメラマンは、奏子さんや武さんをはじめとする小山

家の方々との人間関係を築きながら本当の親子の思いに迫り続けた。思

春期の奏子さんにはできるだけ遠目からの撮影を心がけ、その中からさ

まざまに変化する奏子さんの表情を記録し続けた。 
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定禅寺ストリートジャズフェスティバルの後で日常に戻った場面も撮

影してはいるが、どうしても２６分間の中に入れ切れなかったので、番

組のエンディングに静止画で紹介した。なるべく多くの子どもたちを紹

介するとか、父親がようやく居酒屋の掃除を始めた姿も静止画で映し出

してはいるが、気付いてもらいにくい演出手法であったようだ。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月７日(金)のクローズアップ東北「国を待ってはいられない～福島県南相

馬市の“除染”～」では、放射性物質の除染の必要性とその作業の大変さが紹介

されていた。放射線についてはこれまで、「平均的な線量が低ければ、直ちに健康

に問題はない」ということであった。しかし、ゲストで出演した東京大学の児玉

龍彦教授は「量が膨大になると必ず濃縮されて高い濃度が出る」とも「健康被害

予防が必要だ」とも言っている。今にして思えば、放射性物質の総量に触れる発

言や報道はなく、「直ちに健康に被害はないレベルだ」を何回も何回も繰り返し聞

かされていたように思える。原発事故直後からなぜもっと突っ込んだ報道ができ

なかったのかと、今にして思えてならない。また、除染のために取り除いた土を

どこに保管するかの問題もある。児玉教授には一つの考え方があるはずだが、問

題提起にとどまり、残念ながらそこまでの言及はなかった。放射線の問題は、本

当に大きなテーマだと思っている。継続して報道を続けてもらい、世の中をリー

ドしてもらいたい。 

 

○  １０月７日(金)の東北Ｚ「再起へ～山形・女子高生剣士～」では、山形県の女

子剣道部が感動的に紹介されていた。高校剣道界では全国に名を知られる山形県

左沢高校の女子剣道部が、今年の県大会に敗れ、２８年間続いていた連勝記録が、

今年でついえてしまったところから番組は始まるが、「自分の弱さに向き合う」こ

とを課された女子高生が精神面の弱さを克服していく過程がつぶさに記録されて

いた。女子高生が懸命に努力し、悔しさに涙する場面ではとくに感動をおぼえた。 

 

○  １０月４日(火)から６日(木)の「ここはふるさと旅するラジオ」では、山形県

内各地が紹介されていた。この番組は全国を回り、その地域の人たちの生の声を

しっかり伝えており、すばらしいと思っている。ふるさとサポーターとして登場

した山形局のアナウンサーは、勤務経験が短いにもかかわらず、一生懸命取材し、

地元の話題を上手に紹介していた。 

 



7 

 

○  「きらり！東北の秋」のキャンペーンが、ＢＳプレミアムで１０月２２日(土)か

ら３０日(日)まで放送されるが、全国の視聴者の皆さんに向けて「東北は頑張って

いる」というメッセージになればよいと思っている。また、ＰＲスポットに使われ

ている映像は驚くほど美しく、まさに東北の秋を切り取った一幅の絵画のようであ

り、ＰＲ効果が期待できる。 

 

○  東日本大震災からの復興や、地域や産業の再生に向けた方向性があいまいにな

ってきているように思える。ある地域の現状や課題、あるいは小集団レベルの復

興に向けた動きなど、比較的小さな部分に目が行きすぎて、全体をとらえ切れて

いないという印象がある。有識者やコメンテーターたちも、復興・再生に向けて

はさまざまなことを言っているが、文句ばかりで解決策を一つも示していない。

これは、ＮＨＫがどうしたということではなく、テレビやその他のマスコミ各社

の報道を見るにつけ、最近特に感じている。どんどん風化しつつあるように思え

てならない。震災直後に津波被害に遭った沿岸部を撮影したヘリコプターの映像

があったが、それと重ね合わせるように、東北の太平洋側全体が今、どのように

変わっているのか、あるいはどのように変わっていくのかを映像で見せてもらい

たいと思う。地上の映像では、手つかずのがれきを雑草が覆い、あたかも何もな

かったかのように見えてしまう。被災直後に、被害の現状を伝えた視点と同じと

らえ方で、全てを撮影し、しっかり記録してもらいたい。 

 

○  ＮＨＫは、豊富なスタッフと機材を駆使して震災報道や関連番組制作にあたっ

ており、その努力は高く評価したいし、その成果は十分に視聴者にも伝わってい

ると思う。しかし、報道スタンスが固定化されつつあることを最近感じてしまう。

例えば出てくる地名が、宮城県の石巻市や南三陸町、あるいは岩手県陸前高田市

といったように、ニュースソースがそこに限られているように感じる。日々の放

送でこれらの地名がたびたび紹介されていると、視聴者の認知度が上がる一方で、

ほかの地域にいる被災者に不公平感を与えかねない。「自分たちのことは伝えても

らえないのか」や、「救援活動に誰も来てくれないのではないか」という不安感を

抱きかねない。たまに見る民放の震災関連番組がとても新鮮にさえ思えることが

ある。もう一度、取材体制や番組作りの姿勢を検証してもらう必要があるのでは

ないか。 

 

○  ９月１９日(月)の明日へ再起の記録「ガレキの町の小さな一歩～岩手・大槌小

学校６年生～」(総合 後 1:05～1:53)は、千代ちゃんという小学生のお母さんが

津波で流されて、お父さんと２人残されてしまった姿を追いかけた番組である。

千代ちゃんもほかの子どもたちと一緒にバスで通学しているが、津波で被害を受
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けた町を見ようとはしない。お母さんのことも絶対に話そうとはしない。番組で

は、千代ちゃんのこうした心のひだをうまくとらえていたと思う。大竹しのぶさ

んのナレーションも非常によく、とてもよい番組だった。 

 

○  １０月２日(日)のＮＨＫスペシャル「巨大津波 その時ひとはどう動いたか」は、

すばらしい番組だった。震災の番組はいろいろとあるが、これが一番の出来ではな

いかと思っている。まず１つは、大変な労作であるということだ。2,000世帯の人

の動きを全て調査し、住民一人一人の動線を地図に落としたうえで、それぞれの行

動を検証していた。これがまず、番組に説得力を持たせていた。もう１つが、危機

に際して人間がどのような行動をとるかということを的確に専門家からコメントを

とっていたことだ。何かあった時に“大丈夫なんだ”と思い込んでしまうこと、不

都合な真実を知りたくないと思う人の心理を「正常性バイアス」と言っていたが、

これも初めて知った現象である。これは、東日本大震災で亡くなった方だけではな

く、原発事故も含めて当てはまりそうだと思った。できるだけ危機は見たくない、

悪いことは考えたくないという心理状態が、正常性バイアスという言葉でぴたっと

説明ができている。「津波は、貞山堀を越えない」という何ら根拠のない神話を信

じ続けていたということだと思う。また、おばあさんを避難するよう説得に行かせ

たことで、奥様を亡くしてしまったケースは、「愛他的行動」として分析していた。

普通は美談として語られるものであろうが、一方で「津波てんでんこ」という過酷

な教えもある。人のことを考えずに、自分でそれぞれ逃げなさいという意味であり、

この２つは相反する教えであるが、自分ならどうしただろうかを考えてしまう番組

となっている。災害心理学という観点でも貴重な番組であり、膨大なデータに基づ

く今回の番組は、ぜひ先へ進めてもらいたいと思うし、多くの証言を織り込みなが

ら記録として本にしてはどうかと思う。今後の防災対策に貢献できると思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「巨大津波 その時ひとはどう動いたか」は、まさしくタイ

トルどおりの内容で構成されており、再放送も含めて２回も見てしまうほど、非

常に参考になる番組であった。住民5,600人の詳細な安否情報を得るために、足と

時間を使って非常に丁寧なアンケート調査を行った結果の「被災マップ」は、被

災者本人が体験した証言をもとに作られたものであり、その意味でもとても説得

力があった。また、この分析から見えてきた特徴をわかりやすく分類していたこ

とも見る側の立場に立っており、丁寧な作り方がなされていた。今後の防災シス

テムを作る上でも、非常に参考になる番組であったと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「巨大津波 その時ひとはどう動いたか」は、何が生死を分

けることになったのかが詳細に分析されており、番組としての評価もさることな
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がら、ぜひ防災上の記録として残してもらいたい。この番組は、平地における津

波被害と住民の行動パターンを分析したものであるが、これが三陸地方のリアス

式海岸ではどのようなものになるかも検証すべきではないかと思っている。山地

での津波における人間の行動パターンがどういうものなのかを解析していくと、

新たなデータが得られるのではないか思う。これは、人を動員してアンケート調

査を行ってでもやっておくべきだと思う。 

 

○  １０月９日(日)のＮＨＫスペシャル「東日本大震災“帰宅困難１４００万人”

の警告」では、群衆が一斉に動き出す怖さを強く感じた。帰宅困難となってしま

った人の映像や証言にリアリティーがあり、また帰宅困難者の行動をデータを使

い、わかりやすく説明していた。中央防災会議がまとめた首都直下型地震の対策

では、「動いてはいけない」となっているが、また一方で、震災直後の調査では４

割の人が「家族の無事を確かめるために帰る」と答えている。これを会社にとど

める判断は、非常に難しいものがある。群衆が一斉に動きだすとどのようなデメ

リットがあるのか、もう少し追究した番組にしてほしかった。 

 

○  前回の連続テレビ小説「おひさま」の最終回に登場した司葉子さんと黒柳徹子

さんには驚かされた。真知子と育子役を誰が演じるのか非常に興味をもって楽し

みにしていた。よい配役だったと思う。この番組は、本当におもしろく、そして

楽しいドラマだった。 

 

○  連続テレビ小説「カーネーション」のヒロインを演じる尾野真千子さんの演技力

を再認識した。これまでとてもシリアスな役柄が多かったが、コミカルで型にはま

らない一面も見せてくれている。また、この番組のタイトルバックには、センスの

よさを感じる。ミシンをだんじりに見立て、洋服を着た人形が大工方さながらに踊

る動きや、椎名林檎さんにあえてバラード系を歌わせるあたりは、妙味があると感

じている。ドラマの今後を楽しみにしている。 

 

○  連続テレビ小説「カーネーション」は、とてもおもしろく見ている。岸和田(大

阪府岸和田市)のイメージが変わった。しかし、主人公の糸子の子ども時代が１週

間で終わってしまったことがとても残念だ。糸子の少女時代を演じた二宮星さん

は、とても上手に演じていた。特に、悔しがる表情がとてもよかった。大河ドラ

マ「龍馬伝」もそうであったように、子役がすぐにいなくなる。せっかくよい演

技を見せてくれているのにもったいない気がする。ドラマのこれからを楽しみに

している。 
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○  ９月１８日(日)の「世界初・生特番 宇宙の渚に立つ」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後5:00～

6:00、総合・ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後7:30～7:58)とＮＨＫスペシャル「世界初中継 宇宙

の渚」(総合 後9:00～10:18)は、わくわくしながらＢＳプレミアムで見始めた。

その後７時３０分から大河ドラマをはさんで１０時１８分まで総合テレビで楽し

んだ。しかし、編成上の配慮であるとは思うが、ＢＳプレミアムと総合テレビの

２波で重複する時間があり、少しもったいないような気がした。番組は「世界

初・生中継特番」を売り物にしていたが、生中継の意味が見ている側にはあまり

伝わってこなかった。 

 

○  ９月２５日(日)のＮＨＫスペシャル「クニ子おばばと不思議の森」では、森の

豊かさを保つ営みとしてかつては誰もが知っていた焼き畑農法を紹介していた。

毎年焼く場所を変えながら畑を作り、４年収穫したら森に返すもので、日本の風

土、自然と暮らしの原点がそこにはあった。焼き畑を題材とした番組は数多く見

てきているが、今回の番組では、ＮＨＫならではの映像の凄さを強く感じさせら

れた。焼き畑を作る「おばば」の椎葉クニ子さんの語りも良かった。こういう番

組は、繰り返し、さまざまな波で再放送してもらいたい。 

 

○  １０月２日(日)の「上を向いて歩こう～日本人の希望の歌 その真実～」(ＢＳ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後8:00～8:59)は、「上を向いて歩こう」という曲が時代を越えて歌い継が

れるのはなぜか、海外でもヒットしたのはなぜかという、その秘密を探った番組

である。５９分間の長い番組ではあったが、番組の構成が非常に緻密で、１曲の

歌からこれだけの物語が引き出せるのかと思わせる番組だった。作曲家の中村八

大さん、作詩家の永六輔さん、歌手の坂本九さんのそれぞれの個性と音楽活動を

縦軸に置き、横軸に1960(昭和３５)年の安保闘争や当時の世相、エルビス・プレ

スリーの音楽文化等を織り込んでいた。番組に緻密さを感じたのは、時間軸が非

常にはっきりしていた点である。誰が何をしてこの曲が作られ、どのように売り

出されたが時間の経過に沿って明確に描かれていた。時代の証言者たる当時のマ

ネージャーや歌手、俳優にいたるまでインタビューに登場する関係者の人選に全

く無駄がなく、見る側にすんなり入りやすい構成となっていた。この歌が「スキ

ヤキ」として海外でも親しまれることになる理由として、ジャズコードで書かれ

ていることや、1961年に既に歌ができていたことを初めて知り、これも驚いた。

１冊の本ができるほどの内容であった。 

 

○  １０月４日(火)のクローズアップ現代「欧州信用不安の行方～ＩＭＦ副専務理

事に聞く～」に出演した朱民副専務理事は、アメリカ留学の経験もあるというこ

とではあったが、人民銀行の副総裁という経歴を持っている。果たして共産主義
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国家の中央銀行の副総裁がＩＭＦの副理事になれるのかと、認識を新たにした。

番組は、ギリシャの財政破綻がヨーロッパ全体に波及し、ユーロ危機を招く結果

となっていることに関し、ＩＭＦの役割なり、今後の新興国と中国の役割につい

て一問一答形式でインタビューしていた。しかし、核心部分の問題解決への糸口

については、「解決の道は必ずある。今こそ世界中が力を合わせ、行動しなければ

ならない」の一点張りであった。ＩＭＦの副専務理事という立場では踏み込んだ

ことが言えないかも知れないが、リーマン・ショックがまた起きるかのような事

態に至っていることを考えると、問題の発端であるギリシャの債務をどのように

していくかの本音や方向性だけでも引き出してもらいたかった。 

 

○  １０月８日(土)のＮＨＫスペシャル「日野原重明 １００歳いのちのメッセー

ジ」(総合 後7:30～8:43)は、日野原先生の人柄がよく出ており、心に響く番組で

あった。とても勉強になった。100歳を迎えた今でも人の命を救おうという先生の

覚悟のようなものが見え、感動して見ていた。 

 

○  １０月９日(日)のサキどり↑「“社会貢献ビジネス”で被災地を救え」は、仲介

ビジネスで被災地を支援する動きを紹介していた。復興支援の枝豆やギョーザと

白菜、あるいは東北コットンプロジェクトなどが紹介されている。若い人たちが

さまざまな知恵を出し合い、ビジネスとして被災地支援を行っている。近江商人

の言葉で「三方よし」というのがあるが、まさにこのビジネスは「売り手よし、

買い手よし、世間よし」を実践し、商売として成り立たせている。１回きりの義

援金で終わるのではなく、今後に引き継がれるビジネスとしての被災地支援を実

現している。ぜひこうしたビジネスモデルを数多く紹介して、本当の意味での被

災地支援に役立ててもらいたい。 

 

○  １０月１０日(月)の「プロフェッショナル 仕事の流儀 ＳＭＡＰスペシャル」

(総合 後7:30～8:43)は、中国・北京でのコンサートを中心に紹介されていた。い

まやＳＭＡＰは、世界的なミュージシャンになったことを再認識した。また、中

国側が国賓的待遇で迎えてくれたことにも驚いた。 

 

○  「プロフェッショナル 仕事の流儀 ＳＭＡＰスペシャル」で紹介されていた

メンバー５人の仕事の流儀が「目の前のことに全力を尽くす」ということであっ

た。震災からここまで全力で走ってきた一人としては、共感できる言葉である。

またメンバーの一人が宮城県で被災地支援にあたっている場面が紹介されている

中で「テレビで流したくないんだよね」と言っていた。被災地支援は評価を得る

ためではなく、自分たちの気持ちで来ているという意味で、まさにこれも「目の
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前のことに全力を尽くす」という言葉に裏打ちされたものとして心に残る一言で

ある。 

 

○  １０月１７日(月)から「プロフェッショナル 仕事の流儀」の新シリーズが始ま

ったのは、とてもうれしく思っている。 

この番組以外にも、Ｅテレで「あしたをつかめ～平成若者仕事図鑑」や「グラ

ン・ジュテ～私が跳んだ日」など、キャリア系の番組が数多くある。こうした番

組は、大学の講義や中・高等学校の授業の教材としても有用であり、番組を多く

の人に広める意味でも、授業への活用を促す展開が図れないか。 

 

○  １０月１４日(金)のドラクロワ「名も知れぬビジネスホテルの心温まるウエデ

ィング」では、東京・荻窪にあるビジネスホテルのウエディングプランナーが紹

介されていた。「人の心に寄り添った仕事というのはどういうものか」、「仕事への

地道な努力とはどういうことか」、「できないことを可能にするには何が必要か」

という視点で描かれており、心に響く番組だった。またこの番組は、「人生の折り

返し地点を迎えた“アラフォー”世代の女性」をターゲットにしたものであるが、

内容と編成方針がまさにアラフォー世代の意にかなったものになっている。接触

者率や視聴率データに基づき番組が作られていることに感心している。 

 

○  ドラマ１０「ラストマネー～愛の値段」は、“命”と“金”をキーワードに人間

観を考えさせる非常に重いテーマのドラマである。保険会社に勤める主人公の向

島と独特な魅力をもつシングルマザーの佐々倉亜希子を中心にドラマは展開して

いくが、佐々倉を演ずる高島礼子さんの演技の上手さに加え、脇を固める俳優陣

がとてもよい味を出しており、ドラマを一層おもしろくしている。佐々倉の巧妙

な心理作戦にそれぞれの隠された人間模様が徐々に明らかになっていく設定が、

見るものをどんどん引きこんでいくドラマである。 

 

○  ＢＳ時代劇「塚原卜伝」は、非常におもしろく見ている。主演の堺雅人さんは、

きゃしゃな印象が強く、剣豪というイメージではないが、これから多くの剣豪と

どのように刃を交え、戦っていくかを楽しみにしている。 

 

○  ＢＳ時代劇「塚原卜伝」は、とてもおもしろいドラマである。教訓とか感動は

あまりないが、日曜の夜に気軽に見られる時代劇である。また、塚原卜伝は、絶

対に負けないことがわかっているので、その意味でも安心して見ていられる。 

 

○  タイの洪水被害のニュースが毎日のように報じられているが、タイというと首
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都のバンコクしか思い浮かばない。川はどのように流れ、水に浸った工場はどの

あたりに位置するとか、地理にあまり詳しくない人のためにも、せめて地図を使

うなりの工夫があってもよいと思う。 

 

○  天気予報の最後に気象予報士が「健康管理に注意してください」という言葉で

しめることがあるが、よくよく考えるとこの言葉は正確な言い回しではないよう

に思える。「健康を維持するために気温の変化に注意してください」ということを

言っていることは理解できるが、「健康管理に注意」と言われると、どうしてよい

かわからなくなる。 

 

○  ９月ごろから新聞やマスコミ各社がフィリピンの戦没者遺骨収集事業の問題を

取り上げている。ＮＰＯ法人の空援隊に厚労省が2009年から遺骨収集を委託した

が、ＤＮＡ鑑定によって日本兵の遺骨ではないということが証明されている問題

である。これは昨年の「追跡！Ａ ｔｏ Ｚ」で追及している問題である。その時

もこの席で述べたと思うが、番組でこれだけ詳細に事実を明らかにしているにも

かかわらず、ニュースでは取り上げていなかったのではないか。同じ問題が、番

組から１年もたったいま、騒がれ出されている。番組では既に「フィリピンの墓

荒らし横行」、「そこに日本の税金が使われている」、「戦没者の遺族の皆さんは日

本兵の骨だと信じ込んでいる」というところまで追及していたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

この問題は、昨年１０月２日(土)の追跡！Ａ ｔｏ Ｚ「“疑惑の遺

骨”を追え～戦没者 遺骨収集の闇～」で放送して以来、マスコミ各社

で報道された。その後、今年になり厚労省がようやく現地調査を行い、

その報告書が先日公表された。「追跡！Ａ ｔｏ Ｚ」とマスコミ各社の

報道を機に、ようやくこの問題に関する結論めいたものが公式に出され

た。今回のニュースは、この報告書に関するものである。 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 



1 

 

平成２３年９月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会（議事概要） 

 

９月のＮＨＫ東北地方放送番組審議会は、１５日（木）、ＮＨＫ仙台放送局において

８名の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、「平成２３年度後半期の番組編成」と「平成２４年度の番組改定」に

ついて、また「平成２３年度後半期東北ブロックの番組編成」について説明があった。 

 続いて、視聴番組のＮＨＫスペシャル東日本大震災「東北夏祭り～鎮魂と絆と～」

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。 

後に、１０月の番組編成についての説明の後、放送番組モニター報告と視聴者意

向報告が行われ、会議を終了した。 

 主な審議状況は、次のとおりである。 

 

（出席委員） 

委 員 長 佐藤 令一 ((株)七十七カード 取締役社長） 

副委員長 佐藤  瀏 (岩手大学 名誉教授） 

委  員 折原  亨 (学校法人原田学園山形女子専門学校 校長） 

         是永 幹夫 (劇団わらび座 取締役） 

        佐竹  勤 (東北電力(株) 常務取締役） 

 島守  賢 ((株)ダイマル 代表取締役会長） 

 鈴木 素雄 (河北新報社 論説委員会委員長） 

 橘 眞紀子 (秋保温泉岩沼屋 専務取締役） 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２３年度後半期の番組編成」、「平成２３年度後半期東北ブロックの 

番組編成」および「平成２４年度の番組改定」について＞ 

 

○ ＮＨＫでもラジオをインターネットで聞くことができるようになるとのことだが、

こういう傾向が、つまりラジオという極めて便利で、電気がなくても情報がとれる

という道具を世の中から追い出してしまうことにならないかという疑問がある。 

 

（ＮＨＫ側） 

今、日本の若者がラジオをどれだけ聞いているかという調査結果による

と、１０代の若者でラジオを聞いたことがある率が１桁である。欧米では

少なくとも４０％、５０％はあるが、日本の若者の中にはラジオの存在す
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ら知らない人もいるのが現実である。東日本大震災でラジオが注目された

こともあり、どうすればラジオ番組を聞いてもらえるかということを考え、

その新たなツールとしてパソコンを活用した。若年層にまず、ラジオ番組

に触れてもらう機会を拡大していくという考え方である。 

 

○ ７月２４日(日)から岩手・宮城・福島県の三県を除き、テレビがデジタル化にな

った。車に搭載しているアナログテレビは映らなくなったので、ラジオを聞く機会

が増えている。しかしラジオは、雑音が入るというか、電波の受信状況があまりよ

くない。これは、多くのドライバーも同じ思いをしているのではないか。ラジオに

触れてもらう機会を増やすことは大変結構なことではあるが、今のラジオを聞きや

すくするための調査も必要ではないかと思っている。 

 

（ＮＨＫ側） 

カーラジオの場合は、物理的な要因として、中継アンテナとの境を通過

するときに電波を受けにくくなることがある。また、地形や建物によって

電波が遮られることで聞こえなくなったり、ノイズが生じることもある。

この解消に向けては、アンテナ設備を見直すことが一つである。また、今

回の震災をうけて、必ず電波が届くようにということで、テレビも含めて

アンテナから受信設備についての見直しも行っている 中である。 

ラジオは今、さまざまな観点で注目されているので、インターネットの

配信なども行いながら、番組の質もより高めていき、しかも若い層にも聞

いてもらえるような展開を図っていきたいと思っている。 

 

○ テレビのデジタル化によりＦＭ放送ではテレビの音声を聞くことができなくなっ

てしまった。ラジオでテレビの音声だけを聞きたかったのに、それができなくなっ

たことに対しては何か対策はあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

これまでは、ＦＭの上の方の周波数帯をテレビが使っていたので、その

ままラジオで聞こえたが、デジタル化した結果、周波数帯が変わり、今ま

での方式では聞こえなくなった。携帯電話にワンセグという機能があるが、

この機能を使ってテレビの音声を聞いていただくということになる。しか

し、委員の指摘のように、それは不便ではないかという声がある。これを

一体どうするのかというのは、これからの課題の一つである。 

ラジオについては、今回の震災で、いろいろな意味で見直されている。 
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例えば、外出先で持っていないという方、あっても電池が入っていない

というご家庭など、ふだんから使ってもらっていないといざというときに

使えないということになる。新しく、ネットラジオ「らじる★らじる」を

始めているが、来月からはスマートフォンでも聞くことができるようにな

るなど、ふだんから接触してもらえるよう、いろいろなツールを増やして

いきたい。 

ただ、この「らじる★らじる」はインターネットで、通信を使っている

ものであり、アクセスが集中したときに、本当に聞こえるのかどうかの検

証も行っていかなければならない。これから先、いわゆるマルチメディア

放送がいろいろ議論されているが、新しい形で皆さんがふだん持っている

端末にどういう形で、いざというときも届くかということを、先ほど委員

の指摘にあった「テレビの音声が聞きたい」ということと合わせて、トー

タルに考えていくことが課題になっていくのではないかと思っている。 

 

○ 朝の「連続テレビ小説」を見ていて、確かに昔「街頭討論」という懐かしい番組

があったと思った。インターネットと接続したとなれば、せっかくなら視聴者との

双方向性をどう利用するかということを考えると、ラジオに参加する形がもう少し

変わってくるのではないかと思う。 

 

○ Ｅテレの改定にあたっての課題として“若い世代の接触者率が少ない”という説

明があった。視聴率の調査はさまざまな方法があるようだが、私はこれに疑問を持

っている。特にテレビは、録画技術の発達によって時間帯に関係なく全部録画する

ことが簡単にできる。見たい番組は、リアルタイムでなくともあらかじめ録画予約

をし、後でじっくり楽しむことができる今、視聴率というのは果たして正しいのか

がよくわからない。ラジオは録音するということはほとんどないと思うので、そこ

では聞いている人のパーセンテージはわかるとは思うが、テレビの接触者率、視聴

率には疑問がある。このデータを過度に重視して改定を行うことには、どれほどの

意味があるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

確かに、録画していわゆるタイムシフトという形で利用している人がい

る。どういう形でどのような番組を見ているかをどう把握するのかという

ことも、これから先、さまざま検討していきたい。また、生で伝えるもの

と、オンデマンドも含めて、もっと自由に使ってよい時間帯に利用できる

ものを研究していきたいと思っている。 
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○ Ｅテレの「大！天才てれびくん」とか「テストの花道」の視聴率低下を番組改定

の課題としているようであるが、ここを気にする必要がなぜあるのか。普通の家庭

であれば、この時間は食事の時間とか家族団らんの時間である。ここでどうしてテ

レビを見せなくてはならないのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

家族の団らんにテレビが必要なのかどうかについては、いろいろな意見

もあると思う。平日の午後６時台の時間帯は、小さな子どもをもつ母親が

家事で大変忙しい時間帯であるかもしれない。昔でいうと人形劇など小さ

な子どもが楽しめる番組を配置した、そういう時間帯でもあった。しかし

今、生活の時間がずいぶん変わり、いろいろな選択肢があってもよいので

はないかと考えるようになってきた。選択するチャンネルや時間帯など、

いろいろな選択肢があってもよいと思っている。こうした非常に年代を絞

った部分については、「たくさん見てもらいたい」というのが番組制作者の

本音である。 

 

＜ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「東北 夏祭り～鎮魂と絆と～」 

             （８月７日(日)総合 後9:00～9:58）について＞ 

 

○ 岩手県陸前高田市の七夕を見ると、祭りというのは観光客のため、お金のためで

はなく、自分たちの中に「本当にこれをやりたい」という強い気持ちがあってのこ

とだということがよくわかった。この地域の老若男女が自分たちでできることを自

分たちの力を持ち寄って祭りを作り上げて参加していくということが番組の中によ

く出ていたと思う。 

今回の震災で開催を自粛した全国の祭りが相当あったが、それは恐らく祭りとい

うものに対する動機なり、考え方が違うのではないか。だから自粛という発想が出

てくるのではないかということも見えた。 

七夕の中心になる大石地区の斉藤正彦さんは、津波で亡くなった親友の弔いのた

めに祭りをやりたいということであった。斉藤さんは、ほとんどが津波で流された

町の中で、親友がたたいていた太鼓を見つける。そして親友の葬儀で弔辞を読むシ

ーンがあったが、斉藤さんがなぜ祭りにこだわるのかということについて非常に説

得力のあるシーンであった。 

また、宮城県石巻市の灯籠流しの映像は非常につらいものがあった。毎年地域の

年中行事としてニュースで見てはいるが、このような状況で見ると、亡くなった方
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の魂が本当に灯籠に乗って流れていくことを心底信じる気持ちになった。みんなで

参加する七夕のような祭りであれば、どこかで悲しみとかつらさを分かち合ったり、

エネルギーを発散するという意味合いもあるとは思うが、灯籠流しのように一人一

人で思いを込めるものは、悲しみがそれぞれの心の中にどんどん深く堆積していく

ように画面を見ていても思い、本当に悲しく心に迫る映像だった。 

一方、今回の「ＮＨＫスペシャル」は、全く違う２つの番組を見せられたという

印象が残る。鎌田靖キャスターと作家の玄侑宗久さんがなぜ仙台市の七夕会場にい

る必要があったか。番組の中で鎌田キャスターが陸前高田の斉藤さんを呼びかけて

インタビューするところは、型どおりのやり方で、全く気持ちが通じていなかった

と私は思っている。ＶＴＲに出てくる斉藤さんでも、福島県南相馬市の中橋安彦さ

んでもそうだが、本当につらいこととか悲しいことを心の底にしまってＮＨＫのカ

メラの前に立っていたのだろう。その気持ちが鎌田キャスターには通じていないと

いうことが番組から私には見えるような気がした。なぜこのような構成にしたのか

が、私にはやや疑問である。 

 

○  本当は登場することも嫌だったのかもしれない方々が、一生懸命祭りをせねばと

思う気持ちが感じられ、泣かされた。この方たちの葛藤は、東北に５０以上あると

いう夏祭りの一例だったと思う。ほかの地域の方々も皆さんそうだったと思う。そ

ういうことを代表して、人間が大切な人を亡くし、それでも大切に守ってきたこと

を継続するのだという意志の強さ、それぞれの思いがとても伝わる番組だった。 

この番組の主題は、陸前高田市の「うごく七夕」だったのであろう。それぞれの

祭りを全部同じように構成するのは難しいとは思うが、その他の祭りを少しずつ紹

介したことによって東北全体というか日本全体の祭りに対する地域と絆、それと今

回の鎮魂ということがうまく絡んでいた番組だったと思う。 

 

○  岩手県には1,000を超える民俗芸能がある。三陸地方だけでも250ほどあり、その

ほとんどが今回被災している。日本の中で、東北と沖縄は芸能の宝庫であるといろ

いろな方が言っているが、今回の被災地は特に宝庫中の宝庫である。ここでの継承

支援ということを国への提言を含めてぜひ第２弾としてやってほしいと思っている。  

これだけ広範囲に芸能が被災しているので、例えば佐賀の皆さんが大槌町の虎舞

の一地区を応援するような、１か所と１か所の応援だと長続きするが、地域や県単

位になるとそのとき限りで終わってしまう。特に全国の芸能保存会の皆さんは、Ｎ

ＨＫの力添えを強く願っているので、８月４日(木)からの「東北夏祭り中継」の第

２弾のような、民族芸能の復興に役立つような番組づくりを是非お願いする。 
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○  視聴番組として、これまでさまざまな番組を見せてもらったが、今回の「ＮＨＫ

スペシャル」は一番心にずしっときた。生と死を分けたものは何だろうか、人生と

は何だろうかということを、出演していた一人一人の人生をいろいろと考えながら

見た。テレビの場合は、亡くなった方の写真も出るので、その方の人生も重なり、

強く印象に残った。 

東北は祭りの宝庫という話があったが、この震災をきっかけに開催を見合わせた

祭りも含めて、東北の伝統芸能が復活し、皆さんの中にしっかり定着していく水先

案内のような形になっていけばよいと思っている。 

   

○  今年の祭りにはいろいろな意味があったのだろうが、今回はとりわけ鎮魂という

ことがどうしても前面に出てくる。相馬野馬追の中橋さんにとっては妻への追悼で

あり、陸前高田市鳴石地区の白山洋さんにとっては息子への追慕であり、大石地区

の斉藤さんも友達を亡くしたということで、ある種の弔いということがあったと思

う。 

またもう一つのテーマとして、祭りが地域のコミュニティーを一つにまとめ上げ

る本当のハレの場として機能していたということである。矢作まささんというおば

あさんが出てきて和紙を折ったりとか、おじいさんの位牌を持ってわざわざ祭りの

巡行に出てくるなど、丁寧に描かれており、地域の中での意味づけというものを一

つ一つのピースを見せることで言外に語っていたという印象を受けた。とてもよい

番組だった。 

また、白山さんが涙なのか汗なのか、泣く場面で番組は終わるが、あのシーンだ

け見てもうなずけるような気になった。 

今回、震災から４か月目ぐらいなので、みんな頑張っていたが、果たして来年以

降はできるのだろうかいうことを番組を見ていて思ってしまった。コミュニティー

の緩慢な衰退という問題が恐らく今後長期間にわたって影響してくるものと思う。

であれば今回、少々欲張りな注文かもしれないが、自粛ということではなく、祭り

をできなかった地区はなぜできなかったかというあたりも取り上げてほしかった。

恐らく東北の将来というか数年後を暗示することが、今回の震災を機に起きていた

のではないかという気がしている。 

鎌田キャスターについては、力が入り過ぎていたのではなかったか。もう少し

淡々とやったほうがよかったと思っている。 

 

○  番組タイトルは「東北 夏祭り～鎮魂と絆と～」ではあるが、「復旧 夏祭り」と

して見ていた。陸前高田市が番組の軸として描かれ、震災の後もやれるかやれない

のかということを、友達の弔いを考えながら奔走する斉藤さんの姿には本当に感銘
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を受けた。 

また、南相馬市の野馬追はメイン会場が原発から３０キロ圏内にあるため、祭り

は騎馬武者行列だけに縮小された。これまで出陣を手伝ってくれた妻を津波で亡く

した中橋さんが出陣の口上を述べたとき、とても感銘を受けた。 

後半の解説部分は、どちらかというとなくてもよかったと思う。 

 

○  全体としてはよい番組だったと思う。 

しかし、取り上げる祭りを欲張り過ぎて、あそこまで多く取り込まない方がよか

ったと思っている。 

陸前高田市の「うごく七夕」は、別な言い方では「けんか七夕」というそうだ。

山車と山車がぶつかり合ってどちらが強いか、それを競う祭りのようである。そこ

までやりたい、そこまでやらなければ祭りではないと思うから、やろうかやめよう

か、出たくないとか手伝わないとかという葛藤が、それぞれの方の中にあったので

はないか。あの感情のひだをもう少し追いかけてもらえると、住民たちの思いを寄

せるものがもう少し伝えられたと思っている。 

同様に、相馬野馬追だけでもあれだけのドラマが入っている。恐らく灯籠流しに

しても川開きにしてもいろいろあると思う。それはそれで別の番組とした方がよか

ったのではないかと思っている。 

また、玄侑さんと鎌田キャスターのやり取りは、今回ははっきり言って全く失敗

だったと私は思う。この人たちは何を訴えようとしているのか、何をこの番組で見

てほしかったのかすらわからなかった。むしろ玄侑さんが別の番組で七夕の起源を

言ってくれたら納得できたと思う。恐らく、鎌田キャスターは被災地の人と話をす

ると感情が高ぶり、その思いが先走ってしまっていたのかなと想像する。そこが残

念だった。この部分はなければなくてもよかったと思う。 

 

○  鎌田キャスターと玄侑さんのトークについての意見があったが、番組の趣旨は鎮

魂という一つの物差しでやりますよということを伝えたかったのかなと、解釈して

いた。しかし、残念だったのは、番組の 後の方で斉藤さんにインタビューする中

で、「祭りと地域のまとまり、これからの町の復興につながるものがありますか」と

いう場面があった。せっかく泣けてきたのに、その言葉で興ざめしてしまった。 

一つの疑問として、番組のタイトルが「東北 夏祭り～鎮魂と絆と～」というこ

とであったが、東北と言ってもその範囲は広く、祭りもたくさんある。この番組は、

厳密に言うと「東北 被災地の祭り」とすべきではなかったか。このタイトルから

は、山形の花笠とか秋田の竿燈がどうして入ってこないのかということが、単純な

疑問として残ってしまった。 
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（ＮＨＫ側） 

今回の震災にあたり、ＮＨＫではさまざまな番組を放送しているが、被

災地の放送局としてどのような情報や番組を出していくべきかを悩み続け

ている。今回の番組は、仙台局、盛岡局、福島局がメインとなり、ディレ

クターもほとんど東北のスタッフで作り上げた。この間、復興を取り扱っ

た番組はさまざまあるが、地域の生活再建とか雇用の問題、インフラの問

題、そのようなことが中心だった。玄侑さんが言っているように、地域で

生きる覚悟みたいなものをそれぞれの人が持っているとしたらそれは一体

どこから来るのか。それはかつての共通体験だったり文化だったり、親か

ら子へ伝わってきたようなもので、祭りもその一つだと思う。こうした思

いから瓦れきの何もない町を明かりをつけて動く七夕に、今回の番組は焦

点を当てた。自分たちが過ごしてきた土地とか町とかを大事にしながら、

心の復興のようなものを今回の番組では取り上げられないか、全員で話し

ながら作り上げた。 

放送が祭りの日の翌日だったということもあり、粗っぽい作りではあっ

たが、その分、協力してもらった人たちのインタビューとかシーンを生か

しながら、誠実に作ろうと思って取り組んだ番組である。 

中継の部分についてはさまざまな意見があると思う。この祭りをどう感

じてもらって読み解いていくかということで、玄侑さんに出演してもらっ

た。番組の構成や演出については、いただいた意見も踏まえて、また考え

ていきたいと思っている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ 被災地域の取材にあたり、ＮＨＫはどうも固定化し過ぎるきらいがある。被災地

の代表といえば石巻市、南三陸町、陸前高田市とか、実はそれ以外の地域でも困っ

ている人が大勢いる。もう少し多面的に目を向けてもらいたいと思う。 

 

○ ８月２６日(金)の東北Ｚ「鎮魂 侍たちの夏～福島・相馬野馬追～」は、内容の

一部が「ＮＨＫスペシャル」でも紹介されていたが、率直に言って「ＮＨＫスペシ

ャル」より見応えがあった。一つのテーマを深く掘り下げるのは大事なことだと思

う。実際に相馬野馬追を見たことはないが、この番組を見て、震災という特別な状

況を抜きにしても、野馬追の伝統がどのように引き継がれていくかということがよ

く理解できた。 
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番組の主題は絆ということだったと思う。このテーマに沿って、子どもたちに貝

役としてのほら貝の吹き方などをきちんと教え、伝承していく。つまり、絆をつな

いでいくことができた佐藤伸幸さんを中心に据えながら、一方で野馬追を手伝って

くれた奥様を亡くし、絆をつなぐことができなかった中橋さんとの対比が非常にせ

つなく感じられた。中橋さんの奥様が 後に送ってきたメールの映像では、本当に

泣いた。 

番組の 後に、祭りが終わって中橋さんが一人でがれきの残る町の中をゆっくり

と馬を駆る映像があった。奥様と語り合うため、奥様を亡くした場所に向かう馬上

の後ろ姿が、大変印象に残った映像である。 

また、番組全体に流れるほら貝の死者を悼むような音色も、とても効果的だった。 

 

○ 震災関連番組に関してはＮＨＫの総力を挙げての取り組みで、きめ細かくいろい

ろな角度から番組が作られていた。高く評価したいと思う。特に盛岡局が「おばん

ですいわて」のなかで継続的に取り組んでいる「あの日あの時」のコーナーは、ぜ

ひとも全国放送番組でも今後の参考にしてもらいたい企画番組だと思っている。 

 

○ ９月８日(木)の「やまがたニュースアイ」では、ゲレンデに草をはむカモシカを

とらえた映像が紹介されていた。とてもきれいな映像だった。米沢にトトロの木に

似ている木があり、その観光客が9,000人を超えたとか、そういう話題のシリーズの

一環だったことと、その前後が震災関連の話題であったりしたこともあり、とても

ほのぼのと見ることができた。うまく構成されていた。 

 

○ ８月１９日(金)の「あなたが主役 ５０ボイス」では、江のふるさとの琵琶湖を

テーマに、「少年時代」の歌に合わせて川端で野菜を洗うシーンがあった。昔はあの

ように物を洗って、そして食していたのかと、今ではなかなか見ることができない

風景があり、とても胸が熱くなった。 

９月２日(金)には岩手県平泉も紹介されていた。世界遺産に登録されて大変にぎ

わっているということで、今、東北の観光のシンボルになってきている。これが東

北全体の観光地に影響しているようだ。 

これからも地域の美しい風景を大切に撮って編成していくような番組をたくさん

作ってもらいたいと思う。 

 

○ ８月２８日(日)のＥＴＶ特集「ネットワークでつくる放射能汚染地図（３）子ど

もたちを被ばくから守るために」では、福島県二本松市の避難地域に指定されてい

ない地域での汚染マップ作りや体内被ばくの有無を簡易検量計を使いながら測定し
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その結果を知らせていくなど、汚染対策をリードするような事例がいくつも紹介さ

れていた。第１回も第２回も感激したが、ぜひ今後も継続してもらいたい番組であ

る。ただ、なぜこの番組がＥテレの夜１０時からなのか、なぜ「クローズアップ現

代」でやらないのかの疑問がある。総合テレビでも取り上げれば、もっと反響が大

きくなるのではないかと思う。 

 

○ ９月１０日(土)の目撃！日本列島「マアチさんの夏～御巣鷹 面影を胸に～」は、

日航機の墜落事故で息子さんを亡くし、福岡から群馬県上野村に移住しているマア

チさんという８２歳の女性に焦点をあてた番組だった。この番組を見ながら、震災

と重ね合わせてしまった。つまり四半世紀前に非業の死を遂げた息子をまだ忘れず

にいる。しかも息子が亡くなった地に福岡から移住してきて、年に１回、御巣鷹山

に登ることを生きる目標にしているというところである。もちろん息子を思う母の

念というのはあるだろうが、人間は恐らく何年たっても、今回の震災で亡くした人

を忘れることはないだろう。この点を重ね合わせて見てしまう番組だった。非常に

丹念な取材で、よい番組だったと思っている。 

 

○ ９月１０日(土)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「追い詰められる被災者」（総

合 後7:30～8:47）では、被災した自治体へのアンケートも交え、復興への課題を紹

介していた。被災した地元企業に、復興にかかる経費の４分の３が国からの補助金

として充てられることにはなっているが、企業は補助金がおりるまで立て替えてお

かなければならない。銀行も融資に二の足を踏んでいるというのが現実である。国

も何とか考え直してもらいたいとは思うが、番組ではそこまでの踏み込んだ内容に

はなっていなかった。 

 

○ ９月１０日(土)から２６時間半の特集番組「明日へ～震災から半年～」では、政

治や行政に対する不信感を多くの視聴者が抱いたのではなかったか。がっかりする

ような政府の対応の現状が伝わってきた。地震発生から半年の節目に、半年間を思

い返すという意味でも、全体を通じてとてもよい構成だったと思う。 

 

○ ９月１０日(土）のマイケル・サンデル 究極の選択「震災復興誰が金を払うの

か」（総合 後9:02～10:15）は、日米中３か国の若者と白熱の討論を繰り広げる番組

であった。若い彼らの話すことをうまく引き出し、どうすればよいかということを

みんなに問いかけ、答えを導く手法には驚くばかりであった。問題の所在がはっき

り見えてきた。 
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○ ９月１１日(日)の東日本大震災６か月「取り残される障害者」（Ｅﾃﾚ 後4:00～

5:29）では、独自のアンケートに基づき、東日本大震災は障害者にどのような影響

を与えたかや、知られざる障害者の現状と生活再建に向けたさまざまな課題などが

詳しく紹介されていた。障害者が取り残される状況を見ていくと、どんどん人災化

している現状が明らかになり、やりきれない思いで見ていた。インドネシアなどほ

かの国の大震災のときにはもっと早い対応がなされていたように思えてならない。 

番組は、８９分間にわたる長時間なものであったが、つい引き込まれてしまうほ

ど中身の濃い番組であった。障害者避難の課題、置き去りにされている状況、生活

再建に向けて、を柱とする構成、福島県南相馬市、宮城県東松島市、山元町、仙台

市のＮＰＯ法人や障害者作業所を対象とした取材、また、担当の政務官をスタジオ

に招いての国や自治体への提言、この全てにおいて優れた内容であった。ＮＨＫの

大震災におけるミッションをとても強く感じ、感銘した。これを第１弾とし、これ

に続く第２弾では、特に障害者が取り残されている現状やバリアフリー化されてい

ない仮設住宅、優れた技術力のあるわが国にもかかわらず障害者に施策が及ばない

現状などを追及する番組を、ぜひとも放送してほしい。 

 

○ ９月１１日(日)の「サキどり↑」では、岩手県特産の煮ダコを販売するのにあた

り、市民ファンドを立ち上げ、資金を調達する取り組みが紹介されていた。普通は

真っ先に銀行へ行くということだろうが、斬新なスキームに驚かされた。商売が成

功すればいいと思いながら見ていた。また、ここに登場するシビックフォースとい

うＮＰＯは、宮城県の雄勝硯の産業支援にも乗り出し、２千数百万円の資金を融資

するともしている。地元の銀行が融資できないこともわからなくはないが、市民フ

ァンドという新たなスキームの持つ可能性には驚くばかりである。ぜひ継続的なフ

ォローを期待する。 

 

○ ９月１４日(水)のクローズアップ現代「巨大津波が小学校を襲った」は、石巻市

立大川小学校で多くの犠牲者が出たことの事実関係を追求する内容であった。新聞

などで以前から多くの人が亡くなったという概略は知っていたが、保護者や助かっ

た児童などから直接聞いた事実を丹念にまとめており、大変参考になった。ただ、

一つ残念だったのは、先生や教育委員会が誰も出ていないということである。震災

直後に教育委員会が聞き取ったメモを捨ててしまったとの報道も過去にあったが、

このあたりの事実関係も含めて調査してもらい、続報として番組で取り上げてもら

いたいと思っている。 

 

○ ニュース速報のテロップについて、米国債の格下げの速報が、高校野球の開会式
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で選手宣誓をしている生徒の顔を全部覆ってしまう瞬間があった。高校球児にとっ

て選手宣誓は、まさにハレの舞台である。米国債の格下げがニュース速報に値する

のかどうかは別問題とし、ハイライト場面にあえてスーパーする必要があるのかと

いう点で疑問を持っている。緊急地震速報のように、命にかかわる情報は速やかに

知らせなくてはならない。しかし、出し方にもう少し工夫があってもよいと思う。

災害情報ではテレビ画面の上段に表示しているように、番組の中心部を占めずにテ

ロップを出すような工夫が必要ではないかと思っている。 

 

○ 「ＮＨＫニュース７」も「ニュースウオッチ９」も、冒頭の見出しの部分で、「そ

のとき何が」「住民の避難は」という体言止めと助詞止めが非常に多くなっている印

象がある。体言止めというのは、強く言いたいときについ使ってしまう表現だが、

あまりにも多用するとぶつっぶつっと切れて非常に不自然な文章になってしまう。

物事を内容よりも語感で引きつけることになりかねず、少し抑えてもらいたいと思

っている。 

 

○ 「ＮＨＫニュース７」は、動きのあるニュース番組を目指してのこととは思うが、

アナウンサーがスタジオの中を歩きまわったり、女性キャスターを一列に並べてお

辞儀させたりとか、見ていてとても違和感を持っている。どのような狙いがあって

のことか、理解に苦しむ。これはＮＨＫならではの独特の感覚ではないのか。これ

はぜひとも検証してもらいたいと思っている。 

 

○ 「ニュースウオッチ９」のコーナーの一つに「大越健介の直球解説」があるが、

これは大越キャスターがＮＨＫを代表しての解説なのか。だとすれば、新聞で言え

ば社説にあたるが、どのように判断すればよいのか。 

 

○ ＢＳ時代劇「テンペスト」は、大変おもしろく見ている。ちょうど日本の幕末期

にあたり、非常におもしろい時代背景を違った視点からドラマ化した番組である。

主人公は実在の人物かどうかや、なじみのない言葉や文化など、とても興味深いド

ラマである。 終回を楽しみにしている。 

 

○ サブチャンネルがあるということを先日初めて知った。たまたまリモコンの操作

を誤り、チャンネルの次局ボタンを押してしまったのがきっかけだ。視聴者の皆さ

んは、このサブチャンネルの存在を知っているのであろうか。もう少し宣伝の方法

があるのではないかと感じている。 
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○ 連続テレビ小説「おひさま」が今月いっぱいで終わりということである。楽しく

見させてもらっているが、 初のころのおもしろみが薄れてきたように感じている。

ただ、予告を見たら 終回で真知子と育子が出てくるということで、誰が演じるの

か、楽しみにしている。 

 

○ 太平洋戦争開戦７０年にあたり、８月１５日(月)のＮＨＫスペシャル 日本人は

なぜ戦争へと向かったのか 戦中編「果てしなき戦線拡大の悲劇」（総合 後10:00～

10:58）や８月２０日(土)、２１日(日)の「証言記録 日本人の戦争 前編・後編」

（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後3:00～5:57）などの関連番組は、ＮＨＫならではのすばらしい内容

であった。特に「証言記録 日本人の戦争」では、前・後編に分けて、数多くの貴

重な証言をもとに戦争の悲惨さや窮地に追い込まれた人間の生きざまを語っていた。

終戦から６６年が過ぎたいま、戦争体験者も高齢化しており、記録が薄らぎつつあ

る。恐らくあと数年後には誰も記録を知らない、見た人がいなくなってしまう。そ

の意味でもこのような取り組みはぜひとも継続していってもらいたいと思う。 

 

○ 「総合診療医ドクターＧ」は、番組のコンセプトが非常に斬新だと思う。いろい

ろな症状から 終的な病名を絞り込むときの医者という職業のロジックの立て方が

非常におもしろい。また、ドクターＧと優秀な若者が議論する様子を見ているのも

楽しい番組である。しかし、年度後半期の番組編成表には入っていない。このよう

なおもしろい番組が、半年ぐらいで終わってしまうのは残念だ。 

 

○ ８月２２日(月)から２４日(水)、３夜連続の海外ドラマ「シャーロック」（ＢＳﾌﾟ

ﾚﾐｱﾑ 後8:00～9:29）は、２１世紀のイギリスにシャーロック・ホームズが登場した

らどうなるかという番組であるが、 後に「これで終わりか」と思ってしまった。

死んだのか死んでないのか疑問が残る３話目だったので、是非とも続編の放送を期

待している。 

 

○ 「山田洋次監督が選んだ日本の名作１００本」は、気に入ったものは録画してい

る。特に８月１５日(月)から２０日(土)の「人間の條件」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後9:00～

10:55ほか）は昔、６時間ぐらいの映画を見た経験があるが、今の年齢でやっとわか

ることがあり、思いを新たにした。こうした５０年も前の映画をＮＨＫがアーカイ

ブとしてタイミングよく紹介して放送してくれることに感謝している。 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年７月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会（議事概要） 

 

 ７月のＮＨＫ東北地方放送番組審議会は、２１日（木）、ＮＨＫ仙台放送局におい

て１０名の委員が出席して開かれた。 

会議ではまず、東北Ｚ「このままでは繰り返す～警告者たちの無念の証言～」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。 

最後に、８月の番組編成についての説明の後、放送番組モニター報告と視聴者意向報

告が行われ、会議を終了した。 

主な審議状況は、次のとおりである。 

 

（出席委員） 

委 員 長    佐 藤 令 一  （（株）七十七カード 取締役社長） 

副委員長    佐 藤   瀏  （岩手大学 名誉教授） 

委  員    折 原   亨  （学校法人原田学園山形女子専門学校 校長） 

          是 永 幹 夫  （劇団わらび座 代表） 

          佐 竹   勤  （東北電力（株）常務取締役） 

島 守    賢  （（株）ダイマル 代表取締役会長） 

鈴 木 素 雄  （河北新報社 論説委員会委員長） 

橘   眞紀子  （秋保温泉岩沼屋 専務取締役） 

増 子 恵美子  （福島学院大学附属幼稚園 園長） 

蓬 田 隆 子  （（株）リブレ 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

＜東北Ｚ「このままでは繰り返す～警告者たちの無念の証言～」 

（７月１５日(金)総合 後 8:00～8:43 東北ブロック）について＞ 

 

○  とても穏やかなつくりの番組だったが、非常に考えさせられるところの多い番組で

もあった。宮城県気仙沼市のリアス・アーク美術館の山内宏泰学芸員が発言していた

ように、起きていることは昔から変わらないけれども、皆それを知らないということ

だと思う。山内さんだけではなく、他にも郷土史家や市井の研究者で警鐘を鳴らして

いた方は数多くいるはずだ。一方、東北大学の今村文彦教授が「ここまでの予想はつ

かなかった」と語っていることや、南三陸町での防災計画の根拠は宮城県沖地震だっ

たということからは、それより過去に起きた津波が防災計画に反映されていないこと

がわかった。山内さんのような市井の研究家と公的な立場にある人とのすれ違いはど

こから出てくるのか。これについて、番組からは明確に読み取ることはできなかった。 

今村教授が貞観津波について「全体がわからない限りは想定にならない」と言っ  
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ていた。宮城県沖地震は研究データから１０年以内に９９％の確率で起こるというこ

とが言えるのだと思うが、大津波がいつ来るかという話になると、公式の科学的知見

としては確立しておらず、防災計画の根拠にはなり得ないのだろうと感じた。これま

での日本のこの分野での学術研究の人材とか研究資金、観測体制というものにどこか

大きな欠陥があったのではないかという印象も持ったので、改めて踏み込んでほしい。 

 

○  岩手県宮古市田老の防潮堤の話について、当時としては画期的な知恵と技術の結晶

だったことが、逆に高台に逃げるという知恵を希薄化させていったということが理解

できた。宮古市の危機管理担当の職員の方が、子どもたちに岸壁に刻まれた白いマー

クを差して、明治２９年の大津波が１５メートル、昭和８年の大津波が１０メートル

だったということを見せるシーンがあるが、あのようなマーキングというのもある種

の防潮堤のようなものだなという印象を持った。津波は必ず来るが、場所と地形に

よって津波の高さは千差万別だということを、過去の記録をもとに防災計画なりある

いは自治体の知見として蓄積していくことに尽きるのではないかという印象を持っ

た。 

      最後に出てきた宮戸島の石碑の、自治体の防災計画より先祖伝来の物語のほうが

命を救うという話は、ひとつの大きなテーマになると思う。 

番組の構成、着眼点はとてもわかりやすくまとめられていると思ったが、見終わっ

てぼう然とするような大きな課題をいくつか突きつけられたという印象を持った。 

 

○  少し難しく、とても重い印象を受けた。１回見ただけでは理解が難しく、繰り返し

て何度か見たが、印象に残ったのは、アナウンサーの「思いがけず中断された一人一

人の人生」という言葉などいくつかのシーンだけで、残念なことにあまり入ってこな

かった。 

 

○  今回の番組を通して、今まで自分がこんなに大きな地震を体験しながらも、この中

で寺田寅彦が言っていた「人間的自然現象である」というところを痛切に感じた。ま

た、「昔の日本人は子孫のことを多少でも考えない人は少なかったようである」とい

う表現を現代に置き換えて言うと全く違ってくるということから、人間を思う心とい

うものを持ち合わせていた方なのだということに感心した。忘れないためにどうする

かという努力は、忠実にちゃんと分析して整理して記録を残すということ、経験を生

かせるデータを作ることではないか。  

 

○  今回の大震災が本当に想定外だったものだったのかということを追究する待望の

番組だった。「明治三陸津波」の惨状を伝える絵の展覧会を開いた、リアス・アーク

美術館の山内宏泰学芸員の行動には感激した。今、キュレーターのあり方が問われて
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いる中で、こういう方が気仙沼にいたことに感動した。 

また東北大学の今村文彦教授の「全体像がわからなかったので想定にはならなかっ

た」という言葉はもう少し突っ込んでほしかった。文部科学省も４月には公表する予

定だったということを番組でも言っていたので、どういう公表内容を予定していたの

か、重要な情報は研究者の間だけにとどまっていたのかということを、番組で取り上

げてもいいのではないか。 

  

○  「東北Ｚ」は東北という地域に密着した形で課題にきちっと向き合った番組を設定

しているので関心を持って見ている。特に今回、「未曽有」とか「想定外」などといっ

た言葉で何となくみんな片づけてしまっているところがあるように思えたので、あえ

て言葉に焦点を当てて「天災は忘れたころにやってくる」ということで取り上げてい

たのはとてもうれしく思った。番組では、絵図が実際の映像よりも強烈で、とても重

く感じられたので、合間に入ることによって今回の津波の激しさというものが印象づ

けられた。 

「全体像がわからない限りは想定にならない」とか「数十年ごとに津波が起きるの

は自然だ」とか「人間が過去の記憶を忘れないように努力すること」といったような

メッセージは受けとめたところではあったが、それなのになぜこういう状態が起きた

のか、そして「未曽有」や「想定外」という言葉で片づけられてしまっているのでは

ないかというところは、もっと掘り下げてほしかった。 

また、橋爪功さんの語りはとても説得力があって落ち着きを持たせていたが、どち

らかというと昔話に合うような語りで、現実の厳しさに向かい合っている当事者から

すれば、ここについてどうなのかなと若干感じるところがあった。 

 

○  全体の流れの中で、1,000年に一度あるかないかの震災を取り上げる場合警鐘を鳴

らしすぎてもいけないし、一方で近々また起きる危険性もあるので、編集での立ち位

置がとても難しいように思った。これまで学校では子供達の人命にかかわる危険な場

合は整然と避難させるのが正しいと思っていたが、「てんでこ（てんでんばらばら）

に逃げる」というのが尊い命を守る教訓であり漁村に生きる人々の知恵であったと

知った。答えは一つではないという考え方でこれからもこのような番組を作ることは

報道機関の使命だと思うので頑張ってほしい。 

 

○  寺田寅彦が言うように、人間は忘却する動物であるということとか、不都合な真実

から目を背けがちな性癖があるという避けられない宿命があって、悲劇が繰り返され

る大きな要因になっているということに尽きると思うので、このような番組を震災が

起きる前に放送してほしかった。 

また、学者と市民の間の意識のかい離が悲劇を起こすのだという寺田のテーゼも今
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回の震災に合致しているが、７８年前に寺田が「津波と人間」を書いたときとメディ

ア環境は大きく変わり、今や学者と市民の間の意識をつなぐ役割としてメディアがあ

る現状がある。その中で、ＮＨＫとして、これまで災害報道を一生懸命やってきたに

もかかわらず、多数の犠牲者が出てしまったという今回の事態に対しての無念さの吐

露みたいなことがあってもよかったのではないか。単純に運命決定論的に今回の事態

をとらえるのではなくて、メディアがどういう役割を果たして、今回の事態に対応で

きたのか、あるいはできなかったのかという検証するところがあれば、番組に厚みが

出たのではないか。 

 

○  寺田寅彦の「天災は忘れたころにやってくる」という言葉の話から始まり、橋爪功

さんの言葉など、身につまされる気持ちで見ていた。 

  明治三陸津波や貞観津波など、過去にも大きな津波があり、記録もあったのだろう

が、現代の我々に警鐘を鳴らすまでの検証はしていなかったところが感じられた。 

過去の事実を忘れないようにするべきだと言っていたが、まさしくそのとおりだと

思う。防潮堤を例にとると、高いにこしたことはないが、その高さを越す津波が来る

と想定外になってきてしまうわけで、防潮堤の高さがどのくらいあればいいのかとい

うことに答えはないことになる。1,000年に１回のためにそれだけやらなければいけ

ないのかということもあるし、そのために何をするべきなのかというと、やはり記録

なのだろうと思う。さまざまな検証をしながら記録に残しておくということが大切な

のではないか。 

 

○  多くのことは実験ができるが、原発も津波も実験ができない。実際に起きた結果を

見てうんぬんすることになる。あまり学者と一般市民の意識のかい離というところに

焦点を当てるのは気の毒だと思う。 

むしろ津波の恐ろしさが映像化されていなかったことが今回の大津波の被害を大

きくしたのではないか。今回、残った膨大な記録をつなぎ合わせて、一般市民が撮っ

たものも集めて、津波の恐ろしさを認識させるべきで、ＮＨＫが先導的役割を果たす

べきだと思う。そういうところにもう少しスポットを当てた番組づくりをしたり、姿

勢を示してほしい。 

今回の程度の地震では、津波は来ないと思っている人が大勢いるということが明ら

かになったと思う。これまで３センチや１０センチ程度の潮位の変化も詳しく放送し

てきたが、その姿勢をもう少し改善して、過去の津波の例を紹介するような、番組の

つくり方の視点を変える必要があるのではないかということを感じた。 

 

○  さまざまな立場で津波の危険性を訴えてきた人たちの無念さが伝わってきた。日本

人は、自然と人間は共存関係にあると考えるという寺田寅彦の自然観からすると、「繰
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り返さない」ためには、高い防潮堤を作るよりも、今回の被害を後世に伝承して、記

録を残すことが必要であるように感じたが、何かもの足りなかった。寺田寅彦の自然

観、日本人の自然観というか、津波が来たらすぐ逃げるような教育が本当に大切なの

かと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

記録を残すということは大切だと思うが、番組を制作していると、記録を残

したところで忘れてしまうのではないかと思うことがあった。宮戸島の石碑の

話が伝わっているのは、孫や子どもを守りたいという真剣な思いがあるから現

在まで伝わっているものであって、文字に書いてあったとしても途切れる可能

性があったと思う。 

今村教授の「全体像がわからなかったので想定にはならなかった」という言

葉についてもっと踏み込んでほしかったという指摘についてはそのとおりだと

思った。 

地道な放送を続けていくことが大切だと思っている。今まで「絆」とか「悲

しみ」とか「再出発」とか、そういうことをテーマにしたドキュメンタリー番

組はたくさんあったが、震災から４カ月ほどたって、もう少し津波を振り返る

ことができる、今までとは視点の違った番組をつくれないかと思ったことも

あった。両方大切ではあるが、今後も今回のような番組をつくっていきたいと

考えている。 

ＮＨＫとして無念さの吐露があったほうがよかったのではないかという指摘

があったが、本音ではそのとおりだ。ＮＨＫの報道が裏目に出たというのはそ

のとおりで、田老の防潮堤のことを高く評価していた番組もあった。ＮＨＫの

ディレクターとして何かできることがあったのではないかという無念の思いを

当然持っている。検証するよりも今後どうするかということを考えていかなく

てはいけないと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ７月３日(日)の「還ってくる雪～ふるさとを守る人びとの記録～」（総合 後4:30

～6:00 東北 ﾌﾞﾛｯｸ）は、東北の共同体の原風景みたいなことをとてもよく描いてい

た。日本人が帰るべき場所を暗示するようなとてもよい番組だったと思う。 

 

○  「還ってくる雪～ふるさとを守る人びとの記録～」は、タイトルの言葉が漢字の使

い方も言葉の響きもとても美しい日本語だなと思って見たが、すばらしい番組だった。
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懐かしい昔の地域の共同体の生活が描かれていたし、映像もとても美しかった。特に

秋の紅葉の集落、冬の雪の中を通して撮った神社はとても美しかった。カメラマンの

立っている位置が絶妙だった。取材対象と取材する側のぎりぎりの境界線に立って、

時々その境界を越えて、泣いている女の子にハンカチを出したり、おばあちゃん２人

の茶飲み話なのに茶わんが３つ出たりするような作り方もよかったと思う。 

 

○  ６月１７日(金)の東北Ｚ「直撃インタビュー・被災地の目線で『第２回 結城登美

雄・塩沼亮潤』」は杉尾宗紀アナウンサーによる結城登美雄さんと慈眼寺の塩沼亮潤

さんへのインタビューだったが、結城氏の唱える、食べる力が復興の大きな力になる

というような、暮らしの知恵の中にある復旧に向けてのいろいろなアイデアに感心し

た。「被災地の目線で」という杉尾アナウンサーの率直な気持ちが伝わってくる番組

で、今後も続けてほしい。 

 

○  ７月８日(金)の東北Ｚ「いつか帰れる日のために～福島 飯舘村～」は、放射能に

汚染されて避難しなくてはならなくなった８５歳のおじいさんに「なお、おれは山菜

をつくり続けるんだ」という挑戦の言葉を吐かせたことは大変なことだと感じた。東

北地方のＮＨＫの各局は、高年齢層向けの番組つくりがとても上手だと思う。 

 

○  東北Ｚ「いつか帰れる日のために～福島 飯舘村～」は合原明子アナウンサーのナ

レーションがとてもいい響きで番組をよくしていた。老人たちの「沢水を放射能、忘

れて飲んでしまう」とか「ブロッコリー作りたいんだ」という言葉をうまく伝えてい

たよい番組だと思う。 

 

○  ６月１０日(金)のクローズアップ東北「漁業はよみがえるのか」は東北の漁業が国

の支援がなければ立ち直れない現状を伝えていたが、特に中小企業はもう何年もか

かって少しずつ蓄積したものが津波によって一瞬にしてすべてを失ってしまった状

態なので、復旧するためには国の援助がなければ無理だと思っている。 

 

○  ６月１７日(金)のクローズアップ東北「地盤沈下が町を襲う」は、「これまで地盤

沈下を想定できなかった。情報を早く入手して早目に行動することが大切である」と

いうコメントからは、想定外とすべきなのか、想定すべき災害だったのか、そういう

論点からどう対応するか、どうすればいいのかが何も伝わってこなかった。 

 

○  ７月１５日(金)のクローズアップ東北「どうする 農業再生」は、宮城県亘理町の

いちご農家が津波を受けて、畑の塩分濃度が高くて農業を続けることが到底できない

ということで北海道伊達市に移住するという内容だったが、産地の衰退をまざまざと
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見せられた。 

 

○  「情報パレット」で、今週福島のことを取り上げていたが、福島市観光キャラクター

「ももりん」や、ミスピーチ、わらじまつりの実行委員など多くの福島の方を丁寧に

紹介していたところがよかった。特にキャスターが、おいしそうに桃を食べる場面が

あったが、一口食べて「おいしい」と声を出す場面の自然な雰囲気もうれしかったし、

ミスピーチが放射線の問題と桃を絡めて「安心、安全に食べられますよ」と庶民的な

感覚で上手にコメントしていたこともよかった。 

 

○  ６月３０日(木)の「やまがたニュースアイ」は、「今を生きる山形の歴史」として、

上山市の楢下地区にあるめがね橋を取り上げていたが、地元のやわらかい石を使った

ことによって東日本大震災で壊れなかったということを伝えていた。本当に地元密着

のニュースではあるが、子供たちの教育のために重要な視点だったと思う。 

 

○  ７月２日(土)のＮＨＫスペシャル「果てなき苦闘 巨大津波 医師たちの記録」は、

地域全体の拠点を担うことになった宮城県の石巻赤十字病院で、２０万人の命を背負

うことになった医師の姿を追ったドキュメンタリーだったが、たくさんの医師がいる

中であえて石井正医師を取り上げたことはよかったと思うし、医療の現場とか不衛生

な環境、行政とドクターの話し合いの場にも潜入して、声や姿を丁寧に取り上げてい

たと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「果てなき苦闘 巨大津波 医師たちの記録」は、医師が行政の

やり方に対して真っ向から闘っている姿から、医師に大きな苦労をさせてはいけな

いんだということをはっきり我々が認識すべきだなと強く感じた。一方、最近は一体

何を食べたらいいかよくわからないというような状態に周りがなっている。どういっ

た影響があるのか、ＮＨＫは事実を追及することを今後も続けてほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「果てなき苦闘 巨大津波 医師たちの記録」は、東日本大震災

で大きな課題がたくさんあった中で、命を救う現場を取り上げたことにより緊迫感や

必死さが強烈に出てきていて、医療・介護・行政がどう動いたらいいのかということ

を場面、場面で考えさせられた。 

 

○  ７月９日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ 原発危機 第３回「徹底討論 どう

する原発」（総合 後7:30～8:45、9:00～10:13）は、原発の安全性の考え方、再稼働

の考え方、いろいろな切り口で賛成派・反対派に分かれて徹底的に議論をしていて、

原発のメリット・デメリットがよく理解できた、参考になる番組だったと思う。今後
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また続編を放送するということだが、ぜひ原発の廃棄物をどうするのかというところ

についてもっと切り込んでほしい。また、今後増やすべきエネルギーの中で再生可能

エネルギーに触れていたが、地熱発電に言及したのは吉永みち子さんたった一人で、

このあたりについてももう少し議論すべきではないかと感じた。賛成派・反対派、い

ろいろデータを持ってきて議論を進めていたが、それぞれ自分の都合のいいような

データを持ってきているような印象を受けた。続編ではさらに徹底した議論を期待し

ている。 

 

○  ６月２３日(木)のクローズアップ現代「子どもたちが綴（つづ）った大震災」（総

合 後7:32～7:58）は、子どもたちの作文の解説よりも紹介する作文の数を増やして

ほしかったのに、作文は数本しか紹介せず、作文の解説の時間が多く、不満足な内容

だった。 

 

○  ７月５日(火)のクローズアップ現代「密着 女川災害ＦＭの３か月」（総合 後7:32

～7:58）は小学校の中にできたプレハブのＦＭ局をめぐる物語だったが、最終的にと

てもレベルの高いメディア論にたどり着いた意外性のある番組だった。ゲストの是枝

裕和監督の、「メディアの居場所は放送局ではありません。自分たちの居場所を求め

るのではなくて、電波の届く先に大切にしなければならないものがある」という言葉

や、「メディアというのは当事者でない者が当事者にどうかかわっていくのか、その

行動だ」という言葉が、普遍的にメディアというものの本質を語っていてとても説得

力があった。 

 

○  ７月１０日(日)のＮＨＫアーカイブスは、２０００年に放送した国宝探訪「黄金の

極楽浄土～中尊寺・金色堂～」を織り交ぜつつ、作家の高橋克彦さんとか俳優の村上

弘明さんが対談をするとても興味深い内容だった。今回、「平泉の文化遺産」がユネ

スコの世界遺産登録に決まったことを受けて、観光としても脚光を浴びている時なの

で、今後とも番組で取り上げてほしい。 

 

○  ７月２０日(水)のヒューマンドキュメンタリー「あなたが心の道しるべ～小山内美

智子と浅野史郎～」（総合 後10:00～10:48）は、共感力がテーマとなって通奏低音の

流れているドキュメンタリーだったが、浅野史郎さんと小山内美智子さんの明るい

キャラクターで突き抜けていてとても明るい雰囲気を出していたところに、黒柳徹子

さんの温かい感じのナレーションが加わることで重々しくなくよい番組に仕上がっ

ていた。 

 

○  ６月１９日(日)のＮＨＫスペシャル「昔 父は日本人を殺した～ピュリツァー賞作
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家が見た沖縄戦～」は、マハリッジさんの状況とその言葉を通して、悲惨さやずっと

持ち続けている辛さというものが沈黙の表情から伝わってきた。言葉だけではなくて

表情から映像としてどう伝えていくか、というのはみんなの心に届くものになると思

うので、今後も取り組んでほしい。 

 

○  ６月１８日(土)の目撃！日本列島「“ハンセンの島”のカフェ」は、名古屋在住の

介護や福祉を勉強した２人の若い女性が、国のハンセン病療養所「大島青松園」があ

る香川県の大島を訪ねてカフェを開く姿を追った番組だったが、まともにハンセン病

の歴史に取り組む若者たちの姿勢に敬意を表したいし、それをカメラがとらえて逃が

していないところもすごいと思った。 

 

○  ドラマ１０「下流の宴」の、黒木瞳さん演じる母親とその周囲の人間模様は、先が

見えるが見てしまうような内容で、どの年代の人にもそれぞれの立場で見ることがで

きたのではないか。 

 

○  大相撲名古屋場所で大関・魁皇関が７敗目を喫した際に、「師匠に相談しますか」

という、いかにも引退を促すようなインタビューをしていたが、見ていて悲しくなっ

た。もっと別な聞き方があったのではないか。 

 

           

 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年６月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会（議事概要） 

 

６月のＮＨＫ東北地方放送番組審議会は、１６日(木)、 ＮＨＫ仙台放送局において、 

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「国内放送番組の種別の基準」と、平成２３年度国内放送番組およ

び東北地方向け地域放送番組の「番組の種別」について説明があった。 

続いて、放送番組一般について、活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、７月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

主な審議状況は、次のとおりである。 

 

（出席委員） 

  委 員 長  佐藤 令一 （（株）七十七カード 取締役社長） 

副委員長  佐藤  瀏 （岩手大学 名誉教授） 

委  員   折原  亨 （学校法人原田学園山形女子専門学校 校長） 

是永 幹夫 （劇団わらび座 代表） 

佐竹  勤 （東北電力株式会社 常務取締役） 

島守  賢 （株式会社 ダイマル 代表取締役会長 

鈴木 素雄 （河北新報社 論説委員会委員長） 

橘 眞紀子 （秋保温泉岩沼屋 専務取締役） 

増子恵美子 （福島学院大学附属幼稚園 園長） 

蓬田 隆子 （株式会社リブレ 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜東北Ｚ「ちゃっこい浜に津波がきた～女川野々浜の家族たち～」 

６月３日(金)総合 後 8:00～8:43（東北ブロック）について＞ 

 

○  映像の力がすごかった。例えば、カキの養殖場の海底に潜って撮影した場面では、

今どんなことになっているのか知りたいところをいいアングルでとらえていたし、

おみこしを軍手でさすっているシーンでは自然と涙があふれてきた。言葉がなくて

も伝わってくることがあるのだと感じた。じっくり長い時間をかけて、住民の言葉

に心を寄せ、耳を傾けて取材していたように感じた。放送の中でも、住民の言葉や

声を多く取り入れていた点がすばらしかった。住民たちも言葉を発することで、今

の気持ちを整理することができたのではないか。取材を受けた人たちからすると、

「がんばっている自分たちの生活に焦点を当ててくれた、見てくれている、伝えよ
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うとしてくれる」と感じられ、とてもよかったように思った。今自分の生活のこと

で目いっぱいな中で、違う地域の人たちがどのような形でがんばろうとしているの

かを知ることができ、みんなで支え合いながら一生懸命がんばっている姿に共感し

たり、自分なりに何ができるのかを考えることができた。 

 

○  仙台放送局の制作者たちの思いやその感情が凝縮された箇所がたくさんあった。

これだけ多い内容を忘れないためにも、分けて何回も放送してほしい。被災者の思

いがよく表現されていて、それだけにつらさが伝わってきた。この姿勢は「東北Ｚ」

という番組を通じて長く続けてほしい。  

 

○  とても丁寧に番組を作っているなという印象を抱いた。また、暮らしとともにあ

る郷土芸能を大切にする取り組みを、野々浜地区の人たちが、震災直後から行って

いることに一筋の光のようなものを感じた。「東北Ｚ」は、さまざまな課題を掘り下

げるということが一つの役割と聞いている。課題をどのように解決するのか、答え

は出せないと思うが、その方向性のようなものは残してほしかった。 

 

○  全体的に細やかさがあった。小さな地域に焦点を当てた場面設定がとてもよかっ

た。番組冒頭にフラッシュで日常の場面を紹介し、その後に津波の様子、津波後の

様子を映したことで状況をイメージできた。番組の中間では津波後の生活が細やか

に描かれ、後半では復興に向けて前向きに取り組んでいる様子が紹介されていた。

そして最後に、被災した青年の未来に希望が見える構成になっていたことには納得

できた。番組の冒頭と終わりに、被災前の青く澄んだ海と、被災後のがれきの映像

を流していたが、厳しい現状と美しさを対比するような画面だったので、残酷さや

被災地の苦労がさらに印象づけられた気がした。最初に、ひどい状況を見ながら被

災者が笑うシーンがあったが、笑うしかないというのが本音なのだろうと感じた。

普通だったら大変なのになぜ笑っているのか、疑問に思う視聴者もいると思うので、

ナレーションによる補足があればよかったのではないか。また、「自然から安らぎを

もらう」というコメントも印象的だった。マイナスとプラスは表裏一体であると思

うが、単に大変だった、つらかったという言葉だけではなく、ほっとさせられる場

面だった。津波で流された神輿を見つけて、我が子に対するように愛情深く手で汚

れを落とす場面には感動させられた。こういう現実を通して視聴者へメッセージを

発信していく番組を今後も作ってほしい。 

 

○  被災の形もいろいろあって、小さい浜が何も残らないくらいに被災していること

がわかった。漁業者が、「国からの援助といっても漁村の貢献度としてはないから、

私らに援助が来るのは最後だろう」と言う場面があったが、国の援助のしかたは優
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先順位がはっきりしていないと感じており、同感だった。集落の人たちが一緒になっ

て、五右衛門風呂に入浴したり、小さい太鼓をたたきながら非常にリズミカルに踊っ

ている様子がとても印象に残っている。震災の辛さを忘れ、将来に向かって生きて

いかなければならないと、身につまされる気持ちがした。復旧に向けたやり方や考

え方は場所によって違うが、がんばっていかなければならないと思った。 

 

○  とても温かい番組だったと思うし、被災者の「心の中はギザギザ、でもみんなが

いるから笑っていられる」という言葉はとても印象的だった。一方で、エピソード

が多すぎるという印象を持った。登場人物が次々変わっていくので全体を通して訴

えかけてくるものが薄くなった気がする。また、番組の中で東北電力女川原子力発

電所にどういう役割を持たせたかったのか、わかりにくかった。番組の途中で、宮

城県漁業協同組合女川町支所が原発の建設を地元に受け入れてきた経緯を出してき

たところを見ると、地元の弱みにつけ込んで建設した悪役にしたかったのだろうと

思ったが、原発で働くことに希望を持っている若者が出てくる場面もあるので、共

存しているところもあると受け取れた。番組の冒頭で「原発に頼ってきた暮らしを

見直す」というナレーションが入っていたが、これはとても大きなテーマで、どの

ように見直すのかがよくわからなかった。 

 

○  被災者の女性が「原発廃止と言われても困るんだよね」という言葉があったが、

原発の近くで生活している人たちは自分たちの命を守るために絶対反対なのだと必

ずしも金切り声を上げて言うわけではないという現実を見ることができた。世界的

に原発反対の機運が高まっていると伝える番組が多い中で、実際は賛否両論あるこ

とをもう一度知らしめられる意味で、とても重い番組だったと思う。 

 

○  報道には鳥の目と虫の目があると思うが、この番組は明らかに虫の目で見た震災

の形を描いていた。牡鹿半島で最も小さな浜から震災を見ていくという方法はとて

も有効だった。徹底的に細部にこだわったことにも好感を持った。ただ取材をしす

ぎてしまっている印象を受けた。４３分の中に６つの場面が入っていて早回しの印

象がどうしても出てきたし、その影響なのか、ナレーションが多すぎるように思っ

た。おじいさんが自然の中で入浴しているシーンで、「自然は多くのものを奪い去り

ました。同じ自然から安らぎももらっています」というナレーションが入っていた

が、それは映像と彼の言葉で言い尽くされており、あえてナレーションを入れる必

要はなかったのではないか。映像自体がある種のメッセージを我々の中に送りつけ

てきているので、ナレーションが多過ぎるとどうしても冗漫な印象が出てしまう。

もっと削り込んで静寂を見せたほうが、迫力があったのではないか。 
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○  子供たちのために野々浜を離れる決断をした人、心が傷んでいるが仲間と話がで

きるほうがいいと残る人など細かいところに目を向けていたことはとてもよかった

と思う。原発に目を移すと、40年前に誘致して、結局は原発で生活してきたという

視点でそれを見ている。作る側が比較的冷静な視点で被災者の状況を伝えてくれた

という点は高く評価したいし、震災と原発に対する不安のはざまで悩む漁民の姿を

伝えてくれたことはよかったと思う。一方で、どこに腰を据えたのか、何を伝えよ

うとしたのかがわかりにくかった。せっかくいい視点でとらえているのに、そこが

惜しまれる。原発が絶対安全なら東京に作ってもいいはずなのに、なぜ東京に作ら

ないんだ」というインタビューを最後に使っていたが、あの場面を入れるならば、

この番組の持つ意味合いは全く違ってきてしまい、視点がずれてしまうと思った。 

 

○  「原発問題を考える」という視点で番組を見ていたが、避難所の生活など、いろ

いろな場面が入っていて、何を言いたい番組だったのか、主題は何なのかわかりづ

らかった。原発の問題はなかなか難しく、答えは出ないと思うが、原発なら原発に

絞ったほうがもっとよかったのではないか。避難所で、集落の住民が協力して家族

のような生活をしていると紹介していたが、いつまでもそこで暮らしている方がい

いのではないかという誤解を視聴者に与えてしまうのではないかと思った。仮設住

宅の問題が話題になっている中で、小さい漁村ではどういう方向性があるのか、あ

るいは漁業について、宮城県は小さい港を集約して復興させるという問題提起がさ

れているが、浜の人たちが一体どう考えているのかなど、焦点をもっと絞って報道

してほしかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

女川原発の位置づけについて悪役なのかという指摘があったが、

番組で伝えたかったのは、原発の近くで生きている人々が女川原発

の建設について何の決定権も持たなかったということ、つまり住民

たちがこれからどうやって生きていこうかということを明確に決

められないのは、もともと自分たちが下した決定ではなく、原発を

増やしていこうという政策を進めた国と、行政組織としてそれを選

択した女川町の決定であることに原因があるということだ。また、

エピソードが多過ぎるという指摘については、野々浜を見たとき、

本当にいろいろな問題を抱えている場所だと思い、それをそのまま

伝えたかったということがある。原発、漁業、それから過疎化して

いる集落がこれから存続していけるかどうか、という３つのテーマ

のどれ１つ欠けたとしても野々浜の置かれている状況の複雑さは

把握し切れないと考えた。野々浜の特性を１つ挙げろと言われたら、
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原発に近いことなので原発の問題に絞って番組をつくることも可

能だったと思うが、そもそも原発と野々浜がなぜ切り離せない関係

なのかということを考えると、それは漁業で食べていくのが難しい

小さい浜だからということがあったり、集落が今後存続していける

かどうかということも漁業の問題と絡んでいたりする。だからテー

マが幾ら過多になるとしても、抱えている問題をそのまま見せたい

と考えた。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月２７日(金)の「あるディレクターが見た孤立被災地」（総合 後8:00～8:43 東

北 ﾌﾞﾛｯｸ）は、小野寺公夫さんという方がたまたま宮城県気仙沼市を取材していた

三原直ディレクターに、すすけた日の丸の旗を渡して立ち去ったことに対する疑問

から番組が始まっている。ディレクターズカット的な手法で、筋立てもおもしろく

見ることができた。地獄を見た大浦地区の人々の思いと立ち上がる気概を、ディレ

クターみずからが語っていて、大浦地区の人々の思いがしみじみと伝わってきた。

ただ、タイトルがあまりにシンプルすぎた印象がある。 

 

○  ６月３日(金)のクローズアップ東北「ガレキがなくならない」では、漁業者が「日

本の第１次産業の漁業の現状が困難だ。これで復興だと言えない」と強調していた

ところや、がれきの撤去で肺炎を患って入院する人が増えているという現状に焦点

を絞った点がよかった。一方、廃棄物コンサルタントの日高正人さんのコメントが

とてもゆっくりした語り口だったことで、教育番組のように見えてしまったのが残

念だった。 

 

○  ６月１０日(金)のクローズアップ東北「漁業はよみがえるのか」では、国の支援

がなければ東北の漁業は立ち直れないのだということを再認識させられた。 

 

○  ６月１０日(金)の東北Ｚ「直撃インタビュー・被災地の目線で 第１回 田原総

一朗・西條剛央」では、杉尾宗紀アナウンサーの田原総一朗氏に対するインタビュー

が、日本国民、特に被災地の代弁をしているように感じられ、大変よかった。 

 

○  東北Ｚ「直撃インタビュー・被災地の目線で 第１回 田原総一朗・西條剛央」

は、なぜ田原総一朗氏を起用したのか疑問を持った。ブログでいろいろなことを書

いていると聞いているが、東北とは何ら関係のない人が「もっと騒ぐべきだ」と扇

動するような言い方をしていたことには違和感を覚えた。 
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○  ６月３日(金)のやまがたスペシャル「今 何ができるか 何をすべきか～震災

３ヶ月～」（総合 後7:30～8:43 山形県域）は、今、山形で震災に対してどのよう

な支援をしているかを伝える内容だった。生放送で視聴者から意見をメールで受け

付けていたが、紹介したのはたったの２通で、生放送する意味があったのか疑問が

残った。一方、山形は被災地からアクセスがよいことから、たくさんの支援を一生

懸命行っていること、その反面、いろいろな企業で風評被害が出ていて、旅館も倒

産しそうなところがたくさん出てきている現状を伝えた点はとてもよかった。 

 

○  ６月１０日(金)の「震災３か月 青森復興への課題」（総合 後8:00～8:43 青森県

域）では、番組の初めにゲストの藻谷浩介・日本政策投資銀行参事役が青森県八戸

市のことを指して「忘れられた被災地」と言っていたが、絶妙な表現だと思った。 

 

○  ５月２３日(月)と３０日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「“再会”編 宮城県石巻市」は、

さだまさしさんがお寺の中で被災者たちを前に「がんばれ」と歌うシーンがとても

感動的だった。 

 

○  ６月４日(土)のスーパーフラワーレッスン 第８回「夏を予感させるフラワーデ

ザイン」は自然をうまく生かしながらフラワーアレンジメントをつくっていて、今

までの華道の流れから頭が切りかわってとても楽しい番組だった。 

 

○  ６月５日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ 原発危機 第１回「事故はなぜ深刻

化したのか」（総合 後9:00～9:58）は、これまで断片的な情報としては知っていた

事実を時系列で並べて映像をつけて見せられるとこうなるのかというとても驚くべ

き内容だった。冒頭の東京電力福島第一原子力発電所構内の映像も初めて見たし、

時系列が非常に正確であって、よくここまで関係者のインタビューもとれたなとい

う印象を抱いた。この番組を見て、初めてわかったこともある一方で、さらにわか

らなくなった部分も多い。東京電力福島第一原子力発電所１号機の事故について、

官邸が原子力災害特別措置法に基づく緊急事態宣言の重要性をほとんど理解してい

なかったのではないかという疑問を改めて感じた。１５条の緊急事態の通報とか宣

言というのは、原子炉が相当危ない場合なので、国が真っ先にやらなくてはいけな

いのは国民なり周辺住民の安全確保であるが、番組を見ると総理大臣が各党との党

首会談に出ていたということで、緊急事態宣言が２時間もおくれたという信じがた

い事実を知ることができた。また、ベントが遅れた原因の一つとして、住民避難の

ことで東京電力の中でやりとりがあっておくれた、手間取ったというふうに見えた

が、実際は国の役割であり、官邸の緊急事態宣言から東電が遂にベントを手動で実
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施するまで、番組の時刻記録では19時間30分とあったが、その間、住民避難につい

て国と地方自治体は一体何をしていたのだろうかという肝心の部分がよくわからな

かった。１号機の水素爆発から３号機の水素爆発まで４３時間あるということだが、

全電源が喪失した中で１号機と３号機の爆発の間になぜこれだけ大きな時差があっ

たのかということについて説明がなかったし、１号機であれだけベントに手間取っ

たのだから、当然３号機でも手動でベントの準備をしておくべきだったのに東京電

力はなぜ何もしなかったのかということについてもよくわからなかった。さらに、

原子力安全・保安院とか原子力安全委員会、東京電力などの専門家が一堂に会して

いたのにもかかわらず、なぜ塩水に浸かった冷却ポンプが動くはずがないというこ

とに気づかなかったのか、他の方法を考えなかったのかについても疑問を感じた。 

 

○  ６月５日(日)のＥＴＶ特集「続報 放射能汚染地図」（教育 後10:00～10:30）は、

採取した土を金沢大学に分析を依頼したところ、そこからストロンチウムが出てき

たということを中心にした番組で、同心円状の対応は問題外で、まだら模様にホッ

トスポットが存在するということだった。事実関係を淡々と放送しており好感を

持った。できれば教育テレビではなく「クローズアップ現代」などで取り上げてほ

しかった。 

 

○  ６月８日(水)のクローズアップ現代「“高齢化先進国”の強みを生かせ」では、介

護ロボットの普及の課題を取り上げていたが、このテーマで本当に何を伝えたいの

か不明確で、外国との連携を重視するべきなのか、日本における技術の進め方を重

視するべきなのかというところをもっと掘り下げてほしかった。 

 

○  ６月１２日(日)のＮＨＫスペシャル「あなたの寿命は延ばせる～発見！長寿遺伝

子～」は萩本欽一さんの出演と中山エミリさんのナレーションが番組にマッチして

いて違和感なく穏やかな気持ちで聞くことができた。実験でサルとネズミの２つの

対象物を扱っていたので、信ぴょう性を持って見ることができた。カロリー制限に

よって寿命を延ばすサーチュイン遺伝子の働きがオンになってゆく過程はおもしろ

かったが、栄養剤のようなものでも補充できるということ、つらくても頑張ってい

た人が、楽な方法に移ってゆくというところで終わってしまったのは残念だった。

それが効くかどうかは、はっきりしていないという内容だったので、何を伝えたかっ

たのか疑問に思った。 

 

○  ６月１４日(火)のクローズアップ現代「原発事故と日米同盟」では、原発問題で

の日本と米国の間の緊迫したやりとりを初めて知ることができ、アメリカの意思決

定と日本の意思決定のプロセスが違うという観点で、とても興味深く見ることがで
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きた。 

 

○  連続テレビ小説「おひさま」は、悲しい、寂しい、うれしいといった今の日本の

若者が忘れてしまったことを、時間を使って表現している点がすばらしいと思う。 

 

○  連続テレビ小説「おひさま」は、毎日楽しみに見ている。ちょうど太平洋戦争の

戦災と、今回の東日本大震災と、窮乏生活という点で重なる感じがしている。 

 

○  大相撲の７月場所を中継するということが決まったようだが、八百長問題をどの

ようにＮＨＫが検証し、どのように判断をしたのかという経緯が見えない。これで

は単に求められているから中継するという姿勢にしか思えず、残念に思う。ぜひと

も明解に視聴者に説明すべきだ。 

 

○  今年の「ＮＨＫ紅白歌合戦」を仙台でやってほしい。プロ野球のオールスターゲー

ムをクリネックススタジアム宮城でやるという発想があったが、ＮＨＫもそのぐら

いの蛮勇を振るうべきだ。番組すべては無理でも岩手、宮城、福島の出身の歌手が、

それぞれの歌を被災地で歌う姿を中継で放送してほしい。 

 

○  東日本大震災に関しては、発生直後の停電で、自分たちがテレビを見られなかっ

た時に、どのような報道がされていたのかを知りたいという声が多いので、記録と

して残していってほしい。 

 

○  津波で、どこが道路だかわからなくなったところを、すばやくがれきの山を片付

けて、早期に緊急車両や報道車両が入れるように整備したという事実は日本人のす

ばらしさをよく表わしていると思うので、ぜひ番組で取り上げてほしい。また、自

衛隊や警察官が、家族を置いて、自分の体を盾にしながら復興作業に当たっている

ことももっと広く伝えてほしい。 

 

○  宮城県の仮設住宅について苦情が殺到しているという新聞記事を読んだが、ぜひ

このトピックをＮＨＫでも取り上げて、ただ事実を伝えるだけではなく、さらに課

題を掘り下げていってほしい。 

 

○  福島県内では放射能に脅える日が続いている。幼稚園では毎日積算放射線量を計

測したり、水道水や食事に気を遣ったり、対応に追われている。今一番の問題となっ

ているのは砂場の問題だが、室内に砂場を作って子どもたちの遊び場としたところ、

全国からたくさん取材が来た。福島では、こんな状況の中でも室内で子どもが元気
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で遊んでいることを全国に発信してほしかったが、実際に放送されたのは「放射線

量で屋内活動ができず、室内で閉じ込められた子どもたちの姿」というようなとら

え方をしているものばかりで、福島の印象をますます悪くしかねないものだった。

福島の伝え方について、マスコミはもっと配慮してほしい。 

 

○  沖縄で全国の新聞の論説委員長クラスが集まって議論をする機会があった。主た

るテーマは基地問題だったが、基地問題と今回の東北で起こっている現象、特に原

発の問題はどこかで通底していると思う。日本の国土構造の中にある矛盾のような

ものを地域からえぐっていくような報道の姿勢が必要だ。地域の人たちに寄り添う

報道姿勢で、地域の番組を全国に、どんどん発信していってほしい。 

 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年５月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会（議事概要） 

 

５月のＮＨＫ東北地方放送番組審議会は、２１日(木)、 ＮＨＫ仙台放送局において、 

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。最後に、放送番

組モニター報告と視聴者意向報告、６月の番組編成の説明が行われ、会議を終了した。 

主な審議状況は、次のとおりである。 

 

（出席委員） 

  委 員 長  佐藤 令一 （（株）七十七カード 取締役社長） 

副委員長  桂川  実  （河北新報社 論説委員会前委員長） 

委  員   折原  亨 （学校法人原田学園山形女子専門学校 校長） 

是永 幹夫 （劇団わらび座 代表） 

佐竹  勤 （東北電力株式会社 常務取締役） 

佐藤  瀏 （岩手大学 名誉教授） 

島守  賢 （株式会社 ダイマル 代表取締役会長） 

橘 眞紀子 （秋保温泉岩沼屋 専務取締役） 

蓬田 隆子 （株式会社リブレ 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月２２日(金)の「２０万人の瀬戸際を救え」（総合 後8:00～8:43 東北ブロッ

ク）は、宮城県・石巻赤十字病院の医師が全国からの応援医療チームを率いて、300

ほどの避難所に避難した住民の命を守る活動に密着した番組だった。すべての避難

所を自分の足で回り、食料や水など物資の配給や衛生状態をチェックする。そして

医療行為をする以前に避難民が差し迫った状況にあるとわかり、その解決のために

石巻市や宮城県庁などに働きかけていくという内容だった。この番組を見て感じた

のは、この一人の医師にできることが、なぜ行政にはできないのだろうかという点

だった。行政は、平常時に法律や条例にのっとって、時間はかかるけれども、公平

に、漏れがないように住民を扱うことにはたけていても、緊急時に数多くの避難所

をさばいていくような仕事には不向きな組織なのではないか、今後の災害に対する

備えとして全く違う組織体をつくっておかなければならないのではないか、という

感想を持った。 
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○  「２０万人の瀬戸際を救え」では、医師たちが苦労して一人でも多くの命を救お

うとしているときに、行政は「県のせいだ」「国のせいだ」と責任のなすり合いをす

る。だれが責任を負うべきなのか難しい問題で、今回の経験を今後にいかしていか

なくてはならないと感じた。 

 

○  「２０万人の瀬戸際を救え」については、行政がうまく対応できなかったことに

ついて、当事者の石巻市や宮城県がどう考えているのか、もっと突っ込んで伝えて

ほしい。 

 

○  ５月４日(水)の「あなたが主役 ５０ボイス 東北スペシャル ｉｎ 秋保温泉」

（総合 後8:00～8:43 東北ブロック）は、震災で市民がつらくて悲しい気持ちを持っ

ているときに、元気が出るテーマを取り上げて放送したことがとてもよかった。日

常に散らばっているたくさんの小さな喜びをもう一回足元から見直し、気づいてい

くことが大切なことなのだと認識することができた。 

 

○  「あなたが主役 ５０ボイス 東北スペシャル ｉｎ 秋保温泉」は毎日震災関

連のつらい番組を見る中でとても楽しめた番組だった。普通に生きてることがこん

なに幸せで楽しいということをもう一度考えさせてくれるいい番組だった。 

 

○  ５月１３日(金)のクローズアップ東北「“こころ”を救う～宮城・名取 心療内

科医の２か月～」は、被災者を診察する心療内科の医師を描いていたが、２回と見

ることができないほど、悲しく、つらい番組だった。家族を目の前で亡くした人や、

自分だけ生き残ったことに自責の念を感じる人を医師が励ましていく姿を見て、人

を救うということはこういうことなのだと実感した。 

 

○  今、復興構想会議に入っている赤坂憲雄氏や劇作家の平田オリザ氏が唱えている

ように、東北の自然観とか精神性というものを大切にしてほしい。そういう意味で

「被災地からの声」（総合 (月)～(金) 後1:30～2:00ほか）は短い番組ではあるが、

被災者の生の声をたくさん自由に、いろいろな立場の方の声を取り上げていて、Ｎ

ＨＫならではの反映のしかただったという感想を持った。番組キャスターの津田喜

章アナウンサーが、「情けだけですべて解決できないが、情けをなくしたら一巻の終

わりです」と語っていたが、とても力強く感じた。 

 

○  去年６月４日(金)に放送したクローズアップ東北スペシャル「どう備える 大地

震 大津波」（総合 後7:45～8:58）は、いま振り返ってみると、今回の震災に備え

るための分析を的確に行っていた番組だった。あの番組がもう少したくさんの方た
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ちに認知されていれば、被害を食い止めることができたのではないかという思いが

頭をかすめる。津波の大規模な河川遡上(そじょう)や港湾防災など、的を射た取材

をしていたので、さらにバージョンアップした防災番組を今後放送してほしい。 

 

○  東北が新しい国造りの先頭に立ってゆくという意味で、岩手県平泉が世界遺産に

登録されれば、いいチャンスになると思う。６月から８月に予定されている「歌お

う！東北のど自慢」をぜひ成功させてほしいが、その後、郷土芸能の復興にもＮＨ

Ｋ、民放、新聞社などメディアの枠を越えて取り組んでほしい。 

 

○  震災関連の番組ばかり見ていると心がふさいでしまうが、そんな中で、４月１２

日(火)のにっぽん紀行「ふたり 雪に包まれて～山形・古寺集落～」（総合 後10:55

～11:20）は、久しぶりになごやかな気持ちで見ることができた。４月２４日(日)

のドラマ「どんど晴れ」スペシャル（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後3:30～5:59）と５月４日(水)

の「あなたが主役 ５０ボイス 東北スペシャル ｉｎ 秋保温泉」（総合 後8:00

～8:43 東北ブロック）についても、心がなごむ思いがした。 

 

○  ドラマ「どんど晴れ」スペシャルは、座敷わらしが何度も登場してきて、懐かし

く見ることができた。 

 

○  ５月２日(月)の「孤立集落 どっこい生きる」(総合 前8:15～8:58)は、宮城県南

三陸町歌津の馬場中山地区でリーダーのもと、行政に頼らずに住民が自分たちで仮

設住宅まで造ろうと動き出し、集落一丸となってがんばっている姿を伝えていたが、

今後についてもぜひ継続して取材してほしい。 

 

○  ５月５日(木)の別冊 あさイチ「おいしい闘技場決勝大会」（総合 前8:15～9:35）

は東北代表の山形調理師専門学校の学生が作った料理の評価が悪かったのが残念

だった。 

 

○  ５月７日(土)のＮＨＫスペシャル「巨大津波 “いのち”をどう守るのか」（総

合 後9:00～10:13）では、冒頭から東北各地を襲った津波の映像が何本も出てきた。

これを立て続けに見ると、本当に現実のものとは思えなかった。特に番組の冒頭で、

海上保安庁の船が沖合で、大津波に対して、へさきを向けて立ち向かっていくシーン

は、見ていて鳥肌が立った。作家の吉村昭氏が「三陸海岸大津波」というノンフィ

クションを書いている。これは明治２９年と昭和８年の大津波、そして昭和３５年

のチリ地震津波の３つの記録を整理したものだ。その中で、チリ地震津波で生き残っ

た方が「津波は必ず今後も来るだろうけれども、やはり対応力が上がっていくので、
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亡くなる方は減っていくはずだ」と話しているが、今回の津波は、その予測が正し

くなかったことを証明してしまった。人々の記憶が途切れてしまう遠い将来に、今

回の番組の映像を数百年先の子孫に伝える知恵を私たちは持っているのだろうか、

現代の科学の力を持ってして、なぜ今回のような大地震と大津波の到来を予測でき

なかったのだろうかと強く感じた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「巨大津波 “いのち”をどう守るのか」は、岩手県のリアス

式海岸での津波の映像と、宮城県の平野部での映像と、２つに分けて放送していて

非常にわかりやすかった。リアス式海岸では津波が３８メートルにも達し、一方で

仙台市若林区の平野では海岸から４キロぐらい浸水した。全く違う波の現象を細か

く分析していた点がとてもわかりやすく、いいとらえ方をしていたと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「巨大津波 “いのち”をどう守るのか」は、震災の膨大な映

像素材の中から、病気がちの母とその娘が一緒に屋根の上に登り、かろうじて津波

から逃れるシーンや、橋の上にいた男性が流されている人を引っ張り上げて助ける

シーンなどを拾い上げ、とても上手に編集していたと思う。その場面を振り返るイン

タビューも、テンションが上がり過ぎたり情緒的になり過ぎたりせずに、冷静さを

保っていて、構成も見事だった。番組の結論は「警報が出たら高台に逃げろ」とい

うあたりまえのことになってしまうのだが、今回の事態を映像でつぶさに見た者か

らすると納得のいくものだったし、永久保存版として、いろいろな場で防災教育に

生かせる番組に仕上がったのではないかと思った。 

 

○  ５月１３日(日)の「ハマナスの咲くふるさとにもどりたい～岩手県釜石・根浜地

区～」（総合 後10:00～10:45 東北ブロック）は、釜石市根浜地区に住む住民たち

が震災後ふるさとを離れていくまでの４０日間を追ったドキュメンタリーだったが、

しみじみとしてとても感銘を受けた。カメラと被写体の距離感がとてもよく、被災

者の人たちに寄り添ったカメラワークになっていた。カメラに撮られていることを

意識しなくなるほどに信頼関係を築いていたことが実感できた。ただ、番組の中で

英語のボーカル曲が使われていたことについては違和感を覚えた。歌詞の意味がわ

からず、どういう曲なのかの説明もなかったので、制作者が視聴者をほったらかし

にして、自己陶酔しているような印象を受けた。 

 

○  ５月１５日(日)のＥＴＶ特集「ネットワークでつくる放射能汚染地図 福島原発

事故から２か月」は、労働安全衛生総合研究所に勤めていた木村真三さんという若

い学者が、研究所に辞表を出して現場の放射能の調査を行った際のレポートを取り

上げたドキュメンタリー番組だった。３月１４日(月)から調査を開始して、１６日
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(水)には既にチェルノブイリの基準値を超えていたことや、政府が設定した同心円

上の避難区域に疑問を持って、その内外3,000キロを走り、現場からの土や植物を採

取して、自分なりの汚染地図を作成した結果、避難所になっていた場所で、文部科

学省が出している基準の数千倍の放射能が検出され、しかもその情報が地元の人た

ちに伝わっていなかったことなどが明らかになり、その内容に衝撃を受けた。淡々

と調べた事実を伝える番組だったが本当にインパクトがあった。風評被害にも言及

していたが、本当に何が真実なのかを伝えて、真実をもっと明らかにすれば、風評

被害も軽減するように思うので、ＮＨＫも真実をぜひ伝えてほしい。 

 

○  ５月１５日(日)の「ハーバードからのメッセージ 世界は震災から何を学べるか」

（ＢＳ１ 後8:00～9:49）は、大震災から発生したさまざまな問題点をうまく整理

していたと思う。風評被害に代表されるように、日本の状況がきちんと海外に伝わっ

ていないという思いを抱いていたが、番組を通して、震災に対する日本の対応が評

価をされていると認識することができて安心した。医療体制については、現地で救

急対応にあたった医学博士の女性が、その経過・経緯をうまく表現し、報告してい

た。問題点は医師の過労にあるとし、対応はよかったと指摘していた。東京電力福

島第一原子力発電所の事故の対応についても、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）の元メン

バーのハイノネン博士が、「地震対策はできていたが、あれだけの大津波に対する対

応についてはできていなかった」と述べており、正しく認識していると思った。防

災デザインの専門家も、災害時に備えて大量の物資を備蓄する都市計画などを例に

挙げ、日本が世界一災害に対する対策をとっている国だと紹介していた。サンデル

教授が、「この震災をどのように評価するかを決めるには、長い年月が必要だ」と発

言していたのを聞き、今、われわれ市民は真摯（しんし）な形で復興に取り組み、

一致団結していくことが必要だと思った。世界からの視点、あるいは日本独自の視

点をとらえ、今回の震災を検証する番組を制作してほしい。 

 

○  「ハーバードからのメッセージ 世界は震災から何を学べるか」については、ハー

バード大学の学者は今回の震災をきちんと見ているものだなと感心する一方で、日

本ではまだそういう議論の場が持たれていないことを残念に感じた。日本の学者た

ちを集めてこれまでのことをきちんと整理するような番組をＮＨＫが制作してもよ

いのではないか。 

 

○  ５月１７日(火)の「ニュースウオッチ９」では福島第一原発の事故について、世

間の人々が抱いているさまざまな不安を説明したうえで、アンケートをデータ化す

るなどして、目で見て理解できるような形で取り上げていたので、とてもわかりや

すかった。ただ政府、行政を含めてこの問題をどう解決していくかというのが一番
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大きな課題だというふうに思うので、さらに切り込んだ内容の番組を期待している。 

 

○  朝の連続テレビ小説は、「ゲゲゲの女房」「てっぱん」「おひさま」と３作続けて非

常におもしろい。「てっぱん」の最後の方の回は、涙を流しながら見た。「おひさま」

も戦前戦中のころのことがしのばれるし、これからどういうふうに話が展開するの

か楽しみだ。 

 

○  震災発生直後、少しの間、車の中でテレビを見ていたが、津波が自分のところに

も迫ってくるという緊迫感を抱くことができなかった。津波が具体的に今どのあた

りに来ていて、どういう場所に、どの程度の規模のものが来る可能性があるかを、

いつもの穏やかなアナウンスではなく、緊急性のある口調で、放送してくれれば、

もっと多くの人が命の危険を感じることができたのではないか。今後再び起こるか

もしれない地震や津波に対して、どう備えればいいのか、どのように避難をすれば

いいのか、是非早急に番組で取り上げて啓発をしてほしい。 

 

○  地震発生直後、津波の情報を得るために一番頼りにしていたのはテレビだったが、

停電で見ることができず、ラジオの情報に頼ることになった。停電で真っ暗の中、

ずっとラジオをかけていた。しみじみラジオというものはいいものだと思った。 

 

○  震災関連の番組が毎日のように放送されているが、どの番組を見ても心が痛む。

これだけ多くの人が亡くなって、家族を失ったり職を失ったりした方が大勢いると

いう途方もない現実があるので、番組を見るのはつらいという気持ちがある。 

 

○  震災の話題が多くて、東北地方でも被害の少ない秋田県と山形県の話題が少なく

なってしまっているような印象を受ける。震災の情報が重要なことは理解するが、

秋田と山形を取り上げた番組の放送も検討してほしい。 

 

○  岩手県では消防団員が160名近くも亡くなっている。避難誘導をしていたため、水

門を閉じていたため、消防自動車に乗って走ったために死んでしまった人がいたと

聞いている。震災のこうした側面も、ＮＨＫは記録に残してほしい。 

 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２３年４月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会（議事概要） 

 

４月のＮＨＫ東北地方放送番組審議会は、２１日(木)、 ＮＨＫ仙台放送局において、 

７人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、東日本大震災に関する報道および関連番組について活発に意見の交

換を行った。最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、５月の番組編成の説明

が行われ、会議を終了した。 

また、前回の審議会での答申を受け「平成２３年度東北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２３年度東北地方向け地域

放送番組編成計画」については、事前連絡をもって説明に代えた。 

主な審議状況は、次のとおりである。 

 

（出席委員） 

  委 員 長  佐藤 令一 （（株）七十七カード 取締役社長） 

副委員長  桂川  実  （河北新報社 論説委員会前委員長） 

委  員   折原  亨 （学校法人原田学園山形女子専門学校 校長） 

是永 幹夫 （劇団わらび座 代表） 

佐藤  瀏 （岩手大学 名誉教授） 

橘 眞紀子 （秋保温泉岩沼屋 専務取締役） 

増子恵美子 （福島学院大学附属幼稚園 園長） 

 

（主な発言） 

 

＜東日本大震災に関する報道および関連番組について＞ 

 

○  今回の東日本大震災の規模を表わす言葉として「想定外」という言葉が使われて

いるが、本当に想定外の災害だったのか疑問を持っている。岩手日報のコラムでは、

想定しなかったということを恥じるべきだろうという内容が書かれていた。実際に

衆議院予算委員会の公聴会で大震災を警告していた神戸大学の石橋克彦名誉教授の

ような方がいらっしゃるわけだし、いつまた大地震が起こってもおかしくない状況

なので、ＮＨＫならではの力で検証してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「想定外」かどうか関しては、私は想定外ではなかったと思っている。今年

２月に、ＮＨＫ仙台の若い記者が、１１００年ほど前に起きた貞観地震による

大津波の破壊力が想像以上にすさまじかったという事実を、東北大学の学者が
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現地調査でつきとめたとニュースで伝えている。それと比べると宮城県沖地震

の被害想定がかなり甘いのではないかと指摘する報道を展開していこうと

思っていた矢先に、今回の大津波が起きた。ふだんから防災・減災の報道に力

を入れてきたが、無力感というか残念な思いにとらわれているところだ。今後、

「ＮＨＫスペシャル」などで今回の地震が一体どういうものだったのか、本当

に想定外と言えるものだったのかを検証する番組を放送する予定なので期待

してほしい。 

 

○  記憶の共有という点で、亡くなった方々の無念さや生き残ってがんばっている人

たちの人生や物語を、地域メディアが映像と活字の垣根を越えて連携し、記録とし

て後世に伝えていってほしい。 

 

○  今回の震災直後、山形県内はすぐ停電になってしまい、２日間映像を見ることが

できなかったが、その後悲劇的な映像の数々を見てとても大きな災害だったという

ことを初めて知ることができた。 

 

○  震災関連番組については、視聴者が得たい情報を提供し、わかりやすく解説して

くれたことにとても感謝している。 

 

○  停電でテレビが見られず、パソコンと携帯電話のメールしか使えなかった状況で

は、ライブ映像を見ることができるニコニコ生放送を通じてＮＨＫの報道をずっと

見ていた。ただ横に流されるコメントの書き込みが邪魔で、被災された方の気持ち

を害するものも多かった。こういう非常時には、ＮＨＫのホームページで番組を無

料で流してほしいと切に思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

本来、放送をそのままインターネットに流すためには、制度上、さまざ

まなことをクリアしなければならないが、緊急時ということでＮＨＫがニ

コニコ生放送などに掲載を許諾する形で始めた。 

１９日(火）からは、東北地方向けに放送している震災関連のニュース

とライフライン情報を、日中時間帯、インターネットで見られるようにし

た。 

 

○  安否確認の検索サイトがグーグルやＮＨＫにもあったことは、とてもありがた

かった。検索サイトがとても有効な手段であることを実感した。災害時にはインター

ネットなどのツールを活用しながら、必要な最新情報をテレビ以外のメディアから
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も映像で入手できる環境づくりをお願いしたい。 

 

○  震災直後にＮＨＫがヘリコプターを飛ばしてマスコミの中で唯一津波の様子を映

像に収めたという話を聞いたが、その判断の速さに敬服した。映像で見た津波の恐

ろしさは、何層にも重なって大きな津波が人間の力ではどうにもならないようなす

さまじい速さでやってきているもので、どのように人を助けたらいいのかというよ

うな判断がつかない状態のように感じられた。報道の中で想定外の高さや奥行き

だったということが報じられているが、今後も同規模の震災が起こる可能性がある

ので、ＮＨＫは何かあったときに、できるだけたくさんの人が生き残れるような取

り組みをしていかなければいけないと思う。 

 

○  ４月７日(木)の余震で仙台市内が停電になったが、その前に乾電池を全部使い果

たしてしまい不自由した。被災している人たちの中には乾電池など生活用品がなく

て困っている方が多いと思うので、必要なところに必要なものが届くようなシステ

ムができるよう、ＮＨＫにも取り組んでほしい。 

 

○  震災を通して、ＮＨＫの報道は民放に比べて的確で質が高い印象を受けた。アナ

ウンサー・記者とも適切で安定感のある取材だったし、放送設備の面でも群を抜い

ていたように感じた。実際に、野村総合研究所が行った「東北地方太平洋沖地震に

伴うメディア接触動向に関する調査」という調査の中で、最も重視する情報源とし

てＮＨＫが選ばれており、同時に最も信頼度が上がったメディアもＮＨＫが選ばれ

たと聞いている。インターネットの情報も貴重だったとは思うが、不確かな情報を

個人が安易に流すことや、デマやチェーンメールが広がるというマイナス側面も明

らかになったように思う。 

 

○  震災発生直後、盛岡市内は停電しており、ラジオで震災情報を聞いていた。余震

が続く中、盛岡放送局のアナウンサーの、「揺れは必ずおさまりますから、皆さん落

ち着いて行動してください」という言葉が、大きな安心感を与えてくれた。大きな

災害が起きたときには、ほんの少しの気配りや気遣いに視聴者はとても敏感になっ

ているので、ことばづかいにも神経を使って放送してくれたことを評価している。

一方、「ＮＨＫニュース７」の冒頭で、「福島第一原発で」「高濃度の放射能が」と

いった文章を最後まで言い切らない演出をしているが、あれを聞いて動揺しない人

はいない。視聴者を不安に陥れることのないよう配慮してほしい。 

 

○  今回の震災は、津波の恐ろしさをきちんとした映像でとらえた日本で初めてのこ

とだと思うので、民放と協力して映像を関連学会とか関連組織といった機関に提供
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しながら、今後の防災活動に役立ててほしい。 

 

○  全局総動員体制で放送を出しているということで、若い職員も多く被災地に派遣

されているが、人生観が変わってしまうほどの大変な現場を見ていると思うので心

のケアをきちんと行ってほしい。 

 

○  大津波警報が出ているときに、大船渡市の広報課長などに周辺の様子を電話で聞

いていたが、津波が襲ってくるかもしれない大変な状況の中で、自治体の人を留め

置いてインタビューをすることが本当に必要なのか。しかも大変な状況なのに、「お

忙しいところありがとうございます」と締めくくるのも、配慮に欠けていると感じ

た。 

 

○  ニュースの中継などで「避難していらっしゃる方が大勢いらっしゃいます」といっ

たような丁寧語なのか敬語なのかわからない言葉を耳にする場面が多い。東北ライ

フライン情報（総合 前11:05～11:54／後4:05～4:50）のエンディングで、「それで

はきょうはこのあたりで失礼します」と言っているが、バラエティー番組ならとも

かく、震災の番組としては不適切だと思う。 

 

○  宮城県の死亡者、行方不明者数が圧倒的に多いことは理解しているが、報道が宮

城県や仙台に偏るようなことがないように配慮してほしい。 

 

○  大災害時のＮＨＫの瞬発力や反射神経をしみじみ感じる場面が多かった。ふだん

はほとんどラジオを聞かないが、停電中は、こんなにありがたいものなのかと再認

識した。一部の地方ラジオ局は送信出力が大分落ちて、停波にほぼ近くなった局も

あったと聞いているが、ＮＨＫの施設は大丈夫だったようで、保守管理も普段から

きっちりしているのだと思った。 

 

○  「クローズアップ現代」は印象に残るものが多かった。特に３月２３日(水)の「被

災者に“希望”をさがす～釜石ドキュメント～」(総合 後8:00～8:43)と２８日(月)

の「被災自治体を救え “超広域災害”の衝撃」(総合 8:00～8:43)には感銘を受け

た。 

 

○  避難所での取材などに対し、阪神・淡路大震災の時に出たようなマスコミ批判は、

いまのところ聞こえてこないが、被災者の心情に配慮して取材をすることは当然の

こととして、現場でトラブルがないように注意をして取材を進めてほしい。 
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○  ４月２３日(土)にＮＨＫスペシャル「被災地は訴える～復興への青写真～」(総合 

後9:30～10:33)を放送するようだが、復興構想会議など、行政のさまざまな議論が

動き出している。テレビに果たしてほしい役割は映像化して、どういう町を作ろう

としているのかを伝えることだ。例えば高い防潮堤に包まれた城のような町にしよ

うとしているのか、半ば強制的に住民を高台に移転させて海岸は緑地帯にするつも

りなのか。青写真が具体的な形で出始めるまでには時間があると思うが、行政サイ

ドで意見が出た段階で、復興構想会議が考えているまちづくりを目で見てわかるよ

うにしてほしい。 

 

○  震災発生直後、アナウンサーが「津波が来ます。高い場所に避難してください」

と冷静にしかも感情を込めて、懸命に避難を呼びかけていたのはさすがＮＨＫのア

ナウンサーだと感心した。 

 

○  最初は東北各地の被災地の状況の報道が主だったが、福島第一原発の事故が起き

てからは、そちらに重点が置かれてきており、震災関連の報道が置き去りにされて

いるような印象を持ってしまう。 

 

○  ライフラインに関する情報は非常に有効で大変役に立った。ただ、民放はＬ字、

ＮＨＫは逆Ｌ字と形が違い、どっちがどっちだかわからなくなって目で追うのが大

変だったのでできれば統一してほしい。教育テレビで安否情報をずっと流していた

が、一般の報道とすみ分けができていて非常に良かった。 

 

○  余震が頻発して、緊急地震速報のチャイムが鳴ることが多いが、あまりにも頻繁

に鳴るので、妻が心臓を痛めて倒れた。チャイムの音量を受像機で下げるようなこ

とはできないのか。 

 

○  ＮＨＫを含め各放送局の番組を見ていて、原発事故の報道が長すぎて、さらに専

門的な知識を勉強しなければわからない報道が多いことが印象に残った。一般の視

聴者としては、何がどう異常なのかを聞いても、事故に対する不安は払拭できなかっ

た。 

 

○  福島県内では東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響が大きくて、震災によ

る停電からようやく電気が回復しても、外気を室内に入れることもエアコンを使う

こともできず、密閉した部屋の中に子どもたちがずっと閉じ込められているような

環境が続いていた。先日文部科学省が福島県内の放射能の基準値を発表し、安全だ

ということがわかって、ようやく子どもたちが外に出られるようになったが、まだ
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砂遊びができないなどのいろいろな問題が残っている。また「福島の人は東京のホ

テルに泊まれない」とか「車の査定も福島ナンバーはゼロ」などさまざまなうわさ

が飛び交っている。県外に避難した子どもたちも多く、今後の生活に大きな不安を

感じている。風評被害の影響が大きく、県内でさえ、「給食の野菜は福島県産以外に

してほしい」とか「牛乳は岩手産と聞くと安心する」と言う人がいて、非常に混乱

している。そういう状況の中で、ぜひＮＨＫには、正確な情報を全国に伝えてもら

いたい。 

 

○  風評被害への正しい情報をどのように伝えるかというのはＮＨＫの大きな役割の

一つだと思う。被害防止のためにキャンペーン番組を放送するなどして積極的に動

いてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

風評被害の問題については、どこの産地のどういうものに摂取規制がなされ

ているかを、大ざっぱな情報ではなく、きめ細かく出していくことが重要だと

考えている。今後ともそれを踏襲していきたいと思う。 

 

○  福島第一原発を撮っているカメラの映像が、途中から当日の映像ではなく、過去

の映像を使うようになった。ヘリコプターからの映像だと知って、毎日撮影するわ

けにはいかないのだと理解したが、政府が情報統制を敷き、ＮＨＫがその片棒を担

いでいるのだと疑う人もいた。今回の事故については、情報開示にナーバスになっ

ている人が多いと思うので、それに配慮して報道してほしい。 

 

○  ３月１２日(土)の１号機の爆発の際、民放では爆発の瞬間を映してたのにもかか

わらず、ＮＨＫは後から煙が少し出たところしか映していなかった。優秀な設備と

スタッフをそろえていてなぜなのかという話が出ている。 

 

（ＮＨＫ側） 

原発で水素爆発が起きたときの映像を放送することができなかった理由は、

１０キロほど離れた地点に立てていた固定カメラが津波で壊れてしまったた

めだ。民放１社は原発から５キロぐらいの位置にあったカメラが生きていて、

爆発の瞬間を撮ることができた。ＮＨＫは映像を撮れなかったのであり、情報

統制といったことでは全くない。２度目の爆発は、たまたまヘリコプターから

撮影していたときに起きたので、撮れた映像は繰り返し放送した。 

 

○  原発事故に関する水野解説委員の解説はわかりやすくよかった。 
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○  震災から時間が経過し、原発の事故に関する報道に割く時間が少なくなってきて

いるように感じる。ＮＨＫの１つの波を使って朝から晩まで放送してもいいぐらい

の価値があるような重要なニュースだと思う。ＢＳの１つのチャンネルを使って、

福島第一原発のニュースをずっと伝えるくらいのことをするべきなのではないかと

思った。 

 

○  福島第一原発の事故を報道する中で、シーベルトとかベクレルといったような難

しい専門用語が出てくるが、一度解説をしただけでその後は何の説明もしていない。

Ｌ字スーパーを使うなどして、繰り返しと伝えてほしい。それなくして、いくら数

値が上がった、下がったと言ってもただの空論だ。 

 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 


	平成２４年３月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会
	平成２４年２月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会
	平成２４年１月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会
	平成２３年１２月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会
	平成２３年１１月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会
	平成２３年１０月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会
	平成２３年９月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会
	平成２３年７月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会
	平成２３年６月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会
	平成２３年５月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会
	平成２３年４月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会



