
1 

平成２６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、２０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、前回の番組審議会での答申を受け「平成２６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２６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「“災害ヘリ”映像は語る～知られざる大震災

の記録～」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、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。 

 

（出席委員） 

委 員 長  藤代   哲也  （(株) 七十七銀行 常務取締役） 

委   員  伊藤  一弘  （ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事） 

伊藤  洋平  （秋田清酒（株） 代表取締役社長） 

小林  好雄  （(株) まちづくり鶴岡 代表取締役社長） 

照沼 かほる   （福島大学 行政政策学類准教授） 

畑中 みゆき   （ＮＰＯ法人 Higｈ-Five 理事長） 

藤沢  清美  （(社)岩手県芸術文化協会常務理事） 

 

(主な発言) 

 

＜「平成２６年度東北地方向け地域放送番組編成計画」について＞ 

 

○ 放送範囲を県域もしくは東北ブロックにするという判断はどこで決めているのか。 

 

 （ＮＨＫ側）  

          金曜夜間に関しては、２か月に１回県域で放送する枠を設定し 

ている。制作スケジュールが合わない場合もあり、最終的に各局 

が県域放送を実施するか判断する。全国放送した番組を県域で再 

放送する場合もある。 

 

○ 他の県で放送している番組を見たい、出身地域の番組を見たいという需要はある 

と思う。 
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 （ＮＨＫ側）  

県域の番組を全国放送する放送枠がある。全国共通の問題とし 

て普遍性がある内容に関しては、積極的に提案していく。 

 

＜ＮＨＫスペシャル「“災害ヘリ”映像は語る～知られざる大震災の記録～」 

 (総合 ３月１日(土) 後9:15～10:04)について＞ 

 

○ ヘリコプターから記録した大震災の映像に、まず驚かされた。人類が巨大津波を 

初めて空中から捉えた貴重な映像は、日本だけではなく世界中の人々にとってさま 

ざまな対策に役立つ重要な資料になると思う。津波が海岸に到達した際に、自衛隊 

員が「わあ、わあ」としか言っていなかったが、言葉にならない状況がよく伝わっ 

てきた。内陸の奥深くに津波が入り込み、人や車が逃げ惑う光景を、淡々と伝える 

ことはできないと思う。自衛隊員の声や、記録した映像を衛星画像に重ね合わせて 

学術的に解析する学者の取り組みを紹介するだけで、津波の恐ろしさが十分に伝わ 

ってきた。これからの津波対策にとても大きな功績を残す番組だった。空から見た 

映像で、ゆっくりと水位が上昇して静かに襲いかかってくる巨大波の実態がよく分 

かった。自分たちが暮らしている地域の地形が生死に関わることを認識させる内容 

にもなっていた。震災の風化を食い止めるために、今回の番組のように震災時の出 

来事をしっかり捉えた映像を有効に活用してもらいたい。 

 

○ ゆっくり水位が上昇して巨大になる第１波の津波を目の当りにして、とても恐ろ 

しく感じた。自衛隊や国土交通省のヘリコプターから撮影した映像を集め、それを 

総合的に分析していて、ＮＨＫならではの貴重な番組だった。標高１メートルの差 

が生死を分けるという事実は印象的だった。集落の成り立ちにも関係のあった標高 

１メートルの差が津波の道筋を分けたという事が、震災後の分析で判明し、切なか 

った。全体的に助かった人の目線で描いていたので、被害に遭った人の家族がどの 

ように思っているのか心配になったが、被災者の悲しみに報いるためには残ったも 

のを最大限生かしてほしい。３月１１日(火)の特集ドラマ「生きたいたすけたい」 

（総合 後10:00～11:13）は、宮城県気仙沼市の公民館に取り残された人がヘリコプ 

ターで救出されるという話だったので、ＮＨＫスペシャル「“災害ヘリ”映像は語 

る」で見た現実と重ね合わせて見ることができた。 

 

○ これまで津波の被害に何回も遭い、同じような被害を２度と繰り返さないという 

言葉を何回も聞いている。繰り返すことは人災だと思うので、膨大な映像をこれか 

ら十分に解析して役立てほしい。津波のメカニズムが分かる映像が初めて撮れてい 

て、とても印象的だった。子供を抱えて焼け死んだ母親がいたという惨状や、プロ 
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パンガスが噴き出して引火する映像で、津波の恐ろしさを目の当たりにした。宮城 

県牡鹿半島の寄磯地区に204人が取り残されているのに、ヘリコプターがすぐに救助 

に来ないのはなぜなのか疑問に思った。正しい情報を集めて指示するシステムを構 

築していかなければならないという話をしていたが、まさにその通りだと思った。 

ただ、３日間で宮城県だけで約3,000人が救助されたという実績には感心した。「“災 

害ヘリ”映像は語る～知られざる大震災の記録～」というタイトル通りの内容にな 

っていて、高品質な番組をぎりぎりまで追求するＮＨＫの姿勢が伺える番組だった。 

 

○ 東日本大震災で身内を亡くした者としては、番組前半の映像は本当に見ていられ 

なかった。震災の辛い記憶を思い出したくなかったが、思い出してしまった。ヘリ 

コプターが飛んでいこうとする先に雪雲が立ち塞がる映像から、震災時の状況がよ 

く分かった。津波のメカニズムを標高図から分析する今村文彦東北大学教授の話は 

とても分かりやすかった。あえて言えば、仙台港から亘理町にかけての海底の図面 

が見たかった。海底の地形が津波にどのような影響をもたらしているのか知りたか 

った。プロパンガスなどに引火して起こる津波火災の恐ろしさがよく分かった。避 

難した山沿いには消火栓が無く、津波火災を鎮火できなかったという状況をとても 

わかりやすく伝えていた。また、消防団員の声や子供を抱えて亡くなった母親がい 

るという辛い話から、津波火災で多くの人が亡くなったという事実がよく伝わって 

きた。上空からの映像を使い、東日本大震災の教訓で屋上に建物の名称を書く対空 

表示が広がっている事を伝えていたが、とてもわかりやすく興味がわく説明だった。 

 

○ 被災地から距離のある地域に住んでいるので、最近津波に対する恐怖心が薄らい 

できていたが、今回大津波の映像を見たことで津波の恐ろしさを再認識するととも 

に、防災について考えさせられた。災害ヘリから撮った映像には、避難していく 

人々の様子が映し出されていて、2013(平成２５)年３月３日(日)のＮＨＫスペシャ 

ル「“いのちの記録”を未来へ～震災ビッグデータ～」（総合 後9:00～9:58）で示し 

ていた避難の行動記録と関連づけて見ることができた。津波が発生して陸地へ広が 

っていく様子や、標高差による広がり方の違いが明確に記録されていたので、とて 

も貴重な映像だと思う。約3,000人がヘリコプターで救助されたということで、ヘリ 

コプターの災害時の有効性に驚いた。全国から救助活動に来た200機以上のヘリコプ 

ターを、どのように一元管理して指令を出していたのか詳しく知りたかった。災害 

ヘリからの映像は、今後震災時の救助活動に役立っていくと思う。海上保安庁や陸 

上自衛隊など複数の機関がヘリコプターから映像を記録していたが、今後研究に活 

用していく上で、映像の権利がどのようになっているのか気になった。 

 

○ 空から撮影した映像資料を通して津波による甚大な被害などの実態を知ることが 
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でき、とても有意義な番組だった。空からの情報は、地上では得ることができない 

とても意義のある重要な情報だと思う。ヘリコプターから撮った映像がどのように 

して災害対策本部に集約され、状況判断に役立てられていたのか詳しく知りたかっ 

た。ヘリコプターが大津波の第１波をしっかり捉えていれば、その後の対応につい 

て差があったと思う。救出の優先順位をどのようにつけるかがとても大きい課題だ。 

最終的には人の判断だけでは難しいので、システム開発に力を入れていくことが必 

要だと思った。空から撮影した貴重な映像を、今後の災害対策を考える上で有効活 

用してもらいたい。 

 

○ 突然押し寄せた津波ではなく、大量の水があふれ出すような津波だったことや、 

プロパンガスなどに引火して津波火災が起きたことはさまざまなメディアが伝えて 

いたが、映像を見るのは今回が初めてで、ようやく津波被害の実態が理解できた。 

救助ヘリが撮影した映像を通して、指示系統の一元化や対空表示が必要であること 

がよく分かった。この番組の果たした役割は大きいと思う。今回学んだことを今後 

の防災対策に生かしてもらいたいし、ＮＨＫには引き続き経過を報道してほしい。 

 

○ 映像で勝負するテレビメディアの特性を十分に発揮した番組だったと思う。震災 

の断面を鳥かん図のように見せたことに意義がある。空撮映像だけでなく、その時 

地上でどんなことが起きていたのか、被災者の証言を盛り込むことで、津波災害の 

実相を立体的に捉えることに成功している。わずかな標高差が生死を分けるポイン 

トになったこと、ガスボンベが発火点となる危険性などは、目から鱗の新事実だっ 

た。半面、空撮といういわば飛び道具を今後の防災対策にどう生かすか、という視 

点からの提言にやや物足りなさを感じた。地震発生後、スクランブル発進した国、 

自治体、報道機関のヘリコプターから送られてくる映像を集約し、オンタイムで放 

映することはできないか。ＮＨＫがリードすべき役割は大きいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

       空から災害に遭う様子を見ていた自衛隊員の思いを視聴者にも感じ取 

ってもらいたいと考え、自衛隊の撮影した映像を長く使った。被災者に 

とってはつらい映像だと思ったので、どの程度使うべきかとても悩んだ。 

震災から３年たち、県外では震災のことが忘れ去られていると感じるこ 

とも多々あったので、この番組を機会に震災のことを思い返してもらい 

たいと思い、つらい映像ではあったが使用した。 

牡鹿半島は道路が全て寸断され、携帯は使えず通信手段もなく、停電 

にもなり、完全に孤立していた。なおかつ、当初は被災者が多かった市 

街地に救助に向かったため、牡鹿半島にいる人々の救助が遅れた。１週 
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間以上も救助が来なかった地域もある。孤立集落の救助方法を今後の災 

害に備えて検討していかなければならないと思う。 

海面の地形によって津波の形が変わるのか専門家に話を聞いたが、ま 

だ分からないことが多いということで、番組では紹介できなかった。今 

後、検証していくべきだと思っている。 

岩手県では救助先の重複を無くそうと考えた結果、ヘリコプターが 

３０％ぐらいしか運用できなかったが、宮城県は救助先が重複してもい 

いと考え、全てのヘリコプターを総動員して対応した。このような事実 

も県別に検証していく必要があると考えている。 

各種機関が保有しているヘリコプターの映像を全て提供してもらい、 

その中から借用したい部分を相談し、使用させてもらった。保有してい 

る映像は研究機関にも提供されており、さまざまな研究に生かされると 

思う。 

宮城県では、津波の第１波を捉えることにより、映像を救助だけでは 

なく、避難に生かしたいと考えている。今後、災害時の報道において、 

こうしたヘリ映像を放送に使用することも考えていかなければならない 

と思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ２月２８日(金)のクローズアップ東北「独自の道を切りひらけ～“減反廃止元 

年”コメ産地の模索～」で紹介していた減反した農地をそのまま活用して生産する 

飼料米の取り組みは、農家にとってとても参考になる事例だと思った。減反政策に 

戸惑う農家が多いと思うので、参考になる取り組みを今後も紹介してほしい。山形 

県最上地方で地域に古くから伝わる在来野菜を、東京の飲食店に売り込みに行って 

いたが、その後売り込みが成功したのか結果を知りたかった。 

 

○ ２月２８日(金)の東北Ｚ「風雪のクロニクル～青森県六ヶ所村と核燃料サイクル 

～」は、１月１８日(土)の戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたの 

か 第７回「下北半島 浜は核燃に揺れた」（Ｅテレ 後11 : 0 0～19日(日)  

前0:29.30）を再構成した番組だったが、とても考えさせられる有意義な番組だった。 

貧しさから脱出するために原子力発電所関連施設の誘致を進めたようだが、今後も 

いろいろと翻弄され続けていくのかと思った。 

 

○ 失われた街模型復元プロジェクトの活動を、盛岡放送局がシリーズいわて「ふる 

さとの記憶」で１年間にわたり伝えてきたが、その特別展を３月１日(土)～３月１ 
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６日(日)にいわて県民情報交流センターアイーナで開催していたので行ってきた。 

重苦しい空気の中で、来客者は一生懸命写真を撮り、震災前の街を懐かしがってい 

た。その様子を見るだけで、甚大な被害があったことを感じ取ることができた。震 

災前後の街の航空写真も見応えがあり、震災を考えさせる内容になっていた。 

 

○ ２月２７日(木)の東北発☆未来塾「地域医療のチカラ いかせ！住民パワー」で 

は、石巻市立病院開成仮診療所所長の長純一さんが仮設住宅の住民と仲良くカラオ 

ケを一緒に歌っている様子を見て、ほほえましく思った。これまでの番組では、塾 

生がいい発言をしてこなかったが、今回はしっかりした意見を堂々と述べていて感 

心した。 

 

○ ３月２日(日)のＮＨＫスペシャル 震災ビッグデータｆｉｌｅ３「“首都パニッ 

ク”を回避せよ」で、渋谷駅前における人々の異常な密集を示すビックデータを見 

て、震災時に車の渋滞のビックデータをリアルタイムに把握できていれば、警察や 

消防が活用してもっと命が救えたのではないかと考えた。今後、携帯やカーナビの 

ビックデータの活用を進め、防災対策につなげていってもらいたい。 

 

○ ３月７日(金)のＮＨＫスペシャル「無人の町の“じじい部隊”」（総合 後10:00～ 

10:49）では、町の復興や帰還計画に尽力する“じじい部隊”の意識の高さに感心し 

た。国が放射性廃棄物の中間貯蔵施設を建設することで自分たちの活動が無駄にな 

ってしまうというジレンマを抱えながらも、４年後に帰還を始めるという具体的な 

スケジュールを立て、地域の再生に取り組む姿勢はすばらしいと思う。 

 

○ ３月８日(土)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３年～」（Ｅテレ 後11:00～9日(日) 前0:34）は、震災３年というタイミング 

で続編を放送したことが良かったと思う。放射能汚染の実態については、もっと詳 

しく取材して伝えてほしかった。なお、３月１６日(日)の「福島 科学と人間の地 

図～原発事故から３年～」（Ｅテレ 後3:00～4:14）は、ＥＴＶ特集「ネットワーク 

でつくる放射能汚染地図」を再編集した番組ということを番組内で紹介してほしか 

った。ほとんど同じ内容なのに、なぜタイトルが違うのか不思議に思った。 

 

○ ３月１１日(火)のＮＨＫスペシャル「あの日 生まれた命」（総合 後8:00～ 

8:44.30）は、センシティブな内容であり、取材相手との信頼関係を築いたスタッフ 

に敬意を表する。震災の日に生まれた子どもたちの映像を見たが、食べ物や暖房が 

ない中でどのようにして生き延びていったのだろうかと思った。親類が震災被害に 

遭い亡くなったという人や、看護を担当していた老人を救えず自分を責める人など、 
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被災地には深刻な事情を抱え過ごしている人がたくさんいる。一生抱えていくこと 

はとても重いことだと思うし、我々も東北の人間としてそうしたことを受けとめな 

がら生きていきたい。 

 

○ ３月１６日(日)のＮＨＫスペシャル メルトダウン Ｆｉｌｅ．４「放射能“大 

量放出”の真相」を見て、人間が作るものに完璧はないということが分かった。今 

回の事故で日本の原子力発電所が一番安全という神話が全て崩れ去ったと思う。他 

の原子力発電所が厳重な安全対策に取り組んでいることが分かったが、それでも本 

当に大丈夫なのか不安になってしまう。より多くの人に番組を見てもらい、事実を 

知ってもらいたいと思った。 

 

○ ＮＨＫスペシャル メルトダウン Ｆｉｌｅ．４「放射能“大量放出”の真相」 

は、震災３年の節目に放送された番組の中でも、特に印象に残った。丹念な取材と 

シミュレーションにより原発事故の謎に迫っていて、とても意義のある番組だった。 

日本の原子力技術はまだ発展途上だと感じた。原子力発電所の輸出には疑問に思う。 

今後、事故を徹底的に検証して、想定外の危機に対応できる安全対策を進めてほし 

いと思った。 

 

○ ３月１６日(日)の福島をずっと見ているＴＶ・選ｖｏｌ．３４「震災から３年 

不安や迷いは消えましたか？」（Ｅテレ 後4:15～4:39）では、「震災から３年と簡単 

にくくらないでほしい」、「もう大丈夫だからこんなＴＶもやんないでほしい」とい 

う福島の人のさまざまな思いを聞き、身につまされた。もう３４回も放送している 

と思うと、しみじみとしてしまう。 

 

○ ３月２０日(木)の東北発☆未来塾「東北楽天流 夢を勝ちとるチカラ 悩める若 

者たちへ」では、数字をベースに経営を考え、失敗した場合に変えるべきところを 

容易に見つけようとする東北楽天ゴールデンイーグルスの立花陽三球団社長の姿勢 

に共感した。弱かったチームを優勝に導いたという結果を見れば、説得力のある経 

営手法だと思う。また、選手やコーチ、スタッフがお互い尊敬しあう雰囲気作りや、 

会社の弱点を自分の事として捉える姿勢は、組織経営に携わる者として参考になっ 

た。 

 

○ 震災から３年の関連番組は、津波や原発、防災などテーマを絞った番組や、震災 

から３年を考える番組などいろいろな番組があった。演出方法も多彩で、全体のバ 

ランスを考えて編成されていたと思う。 
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○ オリンピック期間中、２月２２日(土)のスポーツ・トライアングル「世界に挑む 

サムライスキーヤー～アルペンスキー回転 湯淺直樹～」（総合 前10:05～10:49） 

でスキー技術を分かりやすく説明してくれたので、スキー競技に関心を持ち、オリ 

ンピック放送をより楽しく見ることができた。こうした編成はとてもありがたいと 

思う。 

 

○ ＮＨＫ・民放各社のオリンピック報道は、国民の期待をあおり過ぎだと思う。ス 

キージャンプやスピードスケートは、メダル獲得を過度に期待させた結果、その重 

圧に負けてしまったと思う。本来スポーツは個人で楽しむことが基本であり、もっ 

と冷静に報道してほしい。 

 

○ ２月２８日(金)の新日本風土記「出羽三山」は、山形の伝統文化を丹念に取材し 

て紹介していた。出羽三山の背景にある信仰など、地域の事情を深く掘り下げてし 

っかりと捉えた奥の深い作品で、ＮＨＫらしい非常にいい番組だった。 

 

○ ３月１日(土)、８日(土)、１５日(土)の特集ドラマ「下町ボブスレー」 

（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後9:00～9:55）は面白かった。２月２５日(火)の地方発 ドキュメン 

タリー「世界に挑め 下町ボブスレー」で紹介していた東京都大田区の町工場の話 

をドラマに取り入れていて、期待通りの展開で面白いドラマだった。 

 

○ ３月１２日(水)の「そんじょそこら商店街～大分発地域ドラマ～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 

 後10:00～10:59）は、心が豊かな時代の地域商店街を舞台としたドラマで、とても 

珍しく貴重だった。 

 

○ ３月１５日(土)のアスリートの魂「“最高”に挑み続けて フィギュアスケート  

髙橋大輔」は、オリンピック終了後ではなく、もっと早い時期に放送してもらいた 

かった。事前にこの番組を見ていれば、さらに楽しんで髙橋大輔選手の演技を見る 

ことできたと思うので、残念だった。 

 

○ ３月１５日(土)のＮＨＫスペシャル 特集ドラマ「東京が戦場になった日」（総合  

後7:30～8:58）は、消火訓練を受けたことが無い少年たちが消防隊員として集めら 

れたという、あまり知られていない事実を教えてくれたドラマだった。震災から３ 

年という節目の時期に、東京大空襲で失われなくてもよかった命が失われたという 

事実を通して、命の尊さについて考えさせられた。 

 

○ ３月１６日(日)の「ＮＨＫとっておきサンデー」では、佐村河内守氏関連番組の 
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調査結果を報告していたということだが、番組内のコーナーでの報告だったので、 

放送されることに気が付かなかった。大きな問題なので、ひとつの番組を作ってし 

っかり伝える必要があると思う。 

 

○ 「ＮＨＫとっておきサンデー」で、佐村河内氏関連番組の調査結果を報告してい 

た。前回の東北地方番組審議会で検証の必要性を指摘していたので、それに応えて 

いただいたことに敬意を表する。しかし、番組での説明時間が短かったと思う。Ｎ 

ＨＫのホームページに掲載している報告書を読むことで、今回の経緯は理解できた 

が、ミスがあったときこそ、丁寧な説明が必要だと思う。 

 

○ ３月１７日(月)の大人ドリル「これがニッポンの生きる道」（総合 後10:55～ 

11:20）は、解説委員の台本なしのフリートークがとても新鮮で面白かった。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

      ＮＨＫが取り組むべき課題を何点かご指摘いただいた。ヘリコ 

プターの映像をどのように減災に活用していくか、継続してフォローし 

ていきたい。 

震災当日、ＮＨＫのヘリコプターも仙台空港から飛び立ち、上空から 

撮影した。自衛隊と同じようにＮＨＫのヘリコプターも雪雲に阻まれて 

北上できずに南に戻り、津波を撮影した。東北ではヘリコプターを仙台 

局に１機配備している。震災後ヘリコプターを、津波の被害を受ける恐 

れのある仙台空港ではなく、いわて花巻空港に移した。いわて花巻空港 

は、冬に飛び立てない日が多いため、できるだけ早く仙台空港に戻した 

いと検討している。ヘリコプターの機体にはカメラが取り付けられてい 

る。防振対策が万全で、手ぶれやヘリコプターの揺れに耐えられるよう 

になっている。ヘリコプターは災害時に大きな力を発揮するので、これ 

からも積極的に活用していきたい。 

一度放送した番組に取材を加えて再編集し、後日改めて別の番組とし 

て放送することは割とよくある。全く同じ内容ということはないが、い 

ずれにしても視聴者に誤解を与えないように心がけていきたい。 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 



平成２６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、２０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、「平成２６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２６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、視聴番組のクローズアップ東北「“認知症８００万人”時代  地域 

力で災害から守れ」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、３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。 

 

（出席委員 ） 

委 員 長  藤代   哲也  （(株) 七十七銀行 常務取締役） 

副委員長  鈴木  素雄  （河北新報社 編集局長） 

委   員  伊藤  一弘  （ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事） 

浦沢 みよこ  （（株）インターサポート 代表取締役） 

照沼 かほる   （福島大学 行政政策学類准教授） 

藤沢  清美  （(社)岩手県芸術文化協会常務理事） 

向田   吉広  （東北電力（株） 常務取締役） 

 

(主な発言) 

 

＜「平成２６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＞ 

 

○ ＮＨＫ会長の発言は、品格を疑うような発言で驚いた。編集の基本方針に掲げて 

いる「公平さ」に欠けるような発言だった。個人としての意見と言っても、ＮＨＫ 

会長として扱われるので、十分注意してもらいたい。 

 

＜「平成２６年度東北地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○ 重点事項の軸になっている復興支援について、力を入れて取り組んでほしい。復 

興、復旧を進めるにあたり、現場ではいろいろな問題が発生している。地域の問題 

を掘り起こし伝えることで、復興を下支えしてほしい。東北を元気にして復興を支 

援するために、各局ともに頑張っていただきたい。 
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○ 各局が復興について重点的に取り上げていることはとてもよいことだ。しかし、 

まだまだ復旧にも至っていない地域もあると思うので、十分配慮して伝えていって 

ほしい。 

まもなく東日本大震災発生から３年となるが、オリンピックの盛り上がりで忘れ 

られている気がする。オリンピックが終わったらしっかり伝えてほしい。３月１１ 

日前後に伝えるだけで終わるのではなく、４年目もしっかり伝えていってほしい。 

ハイブリッドキャストやインターネットのサービスは重要なことだが、年配の人 

などインターネットにアクセスできない人たちもいる。テレビだからできることに 

力を入れてほしい。 

 

○ 青森県が抱える「脱！短命」は重要なテーマだと思う。青森県はエネルギー施設 

が集中しており、再生可能なエネルギーの開発拠点となっていると思うので、アピ 

ールしていただきたい。 

 東京オリンピックに向けて、外国人観光客に東北の魅力を伝えるために、民謡な 

ど東北の伝統文化をしっかり取り上げてほしい。 

 

○ 東北の各放送局がまとまって東北の魅力を伝えていくことが重要だと思う。東北 

Ｚ「ＴＯＵＨＯＫＵメンコイらぼ」や「おはよう宮城」では、各県の魅力や課題が 

伝わってきて興味深い。隣県の様子を知ることで考えさせられることもあると思う。 

  被災地の中でも温度差は出てきていると思う。連続テレビ小説「あまちゃん」の 

ように番組で被災地を盛り上げていただくとともに、各地の被災地が抱える課題を 

共有できるような番組にも力を入れていただきたい。 

 

○ 汚染水問題や廃炉作業に携わる人の劣悪な作業環境など、いまだに多くの問題が 

山積している。編集計画の基本方針にあるとおり、復興の道筋を検証し、解決策を 

提言してほしい。 

東北の各放送局はもっと文化・芸術の大切さを伝えることにも力を入れてもらい 

たい。 

 

○ 各放送局が平日午後６時台のニュース・情報番組に力を入れるということだが、 

午後６時台は働く人たちが見ることができないと思う。もう少し遅い時間に放送し 

たり、もしくは、平日見ることができない人のために、週末に東北各地のニュース 

をまとめて伝えてほしい。他県への理解がより深まるとともに、東北のさまざまな 

問題を共に考える機会になるのではないか。 

○ 震災については、さまざまな視点で伝えてもらいたい。検証や提言も重要だが、 

被災者はそれぞれ違う思いがあると思うので、いろいろな視点ということも意識し 
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た放送をお願いしたい。 

東北地方は域内で転勤するなど人的交流があるので、東北各地の番組を見たいと 

いう要望はあると思う。農業が東北経済のキーワードになっており、東北各地の農 

業の状況を見たいという視聴者も多いと思う。 

 

○  諮問された「平成２６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。 

 

（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。 

 

＜クローズアップ東北「“認知症８００万人”時代 地域力で災害から守れ」 

(総合 １月２４日(金))について＞ 

 

○ 問題点、今後の課題、さらには解決への糸口まで教えてくれるとても分かりやす 

い番組だった。認知症高齢者のグループホームにおける避難訓練について、訓練に 

参加したお年寄りの表情をしっかり伝えていたので、配慮すべき問題点がよく分か 

った。 

 

○ 認知症・軽度認知障害の人が860万人もいるということで、いずれ自分もそうなる 

のかと、危機感を持って番組を見た。認知症の老夫婦が火事を起こしても逃げなか 

ったという事実に驚いた。地域の力が認知症患者の避難には欠かせないということ 

がよく伝わってきた。宮城県南三陸町では５年前から認知症サポーターの活動をし 

ていて、東日本大震災でも役立った。災害に備えて、日頃から取り組むことが大切 

だと思う。 

 

○ 認知症高齢者を支援する人もまた高齢者であるという深刻な現実を痛感した。災 

害からの救助方法もひとつひとつ具体的に伝えていてとても分かりやすかった。宮 

城県南三陸町の認知症サポーターの取り組みは、地域で支援していく上で参考にな 

る。 

 

○ 大雪の際の対処など、さまざまな災害に応用できる提案をしていて、東北という 
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土地柄を意識した内容だった。認知症高齢者の避難では不安にさせない心掛けが大 

切だとよく分かった。避難を考える上で、誰にでもあてはまる重要な事だと思った。 

自分の力で逃げる“津波てんでんこ”という東北ならではの考えがある中、３０分 

で津波が来ると仮定した場合、認知症高齢者の救助に１５分、残り１５分は自分の 

避難のために使うことが大切と言っていて、他の人を救助する上での留意点が具体 

的に分かった。東北は高齢化が問題となっていると思うので、認知症高齢者を支援 

する人も高齢者という状況を、もっと強く伝えた方がよかったと思う。 

 

○ 認知症高齢者の避難訓練の様子を見て、危機状態が認識できないことがよく分か 

った。認識できない状況で、自尊心に配慮しながら避難させていく難しさを感じた。 

津波到達までの時間を３０分と想定した場合、１５分を救助に使い、１５分を自分 

の避難のために使うように言っていたが、救助の途中で見捨てて自分だけ逃げられ 

るのか疑問に思った。地域の力で認知症高齢者を助けていくという事だが、都会で 

はコミュニケーションが希薄で難しいと感じた。認知症サポーターの取り組みで、 

地域の人たちが意識を高めていく必要性を感じた。多くの自治体にこの取り組みが 

広がる事を期待している。 

 

○ 平野哲史キャスターがとても良い質問をしていた。“津波てんでんこ”という東北 

ならではの考えがある中で、他人を助けるためにはどうすべきか聞いていて、視聴 

者の疑問点を代弁していた。認知症高齢者を助けていく上で地域の力を考えると、 

コミュニティがしっかりしている地方と、そうではない都会を同一に考えるのは難 

しいと思う。改正される災害対策基本法では避難カルテの作成が義務化されるとい 

うことだが、個人情報保護法の壁があって、これまでは地域の防災リストを作れな 

かった自治体が多かったと思う。プライバシーと共助の関係を掘り下げて、問題点 

をさらに追及してほしかった。今回は認知症高齢者をテーマにしていたが、これか 

らもさまざまな災害弱者の視点から個別具体的な問題を掘り下げて報道していくこ 

とが大切だと思う。 

 

○ 認知症患者を支える側の高齢化など、地域社会の問題を幅広く知ることができる 

番組だった。都市部では、高齢者との接点がない人々も多くいると思うので、どう 

やって地域で受け入れていくのかが課題だと思う。認知症の人は自分に危機が迫っ 

ていても理解できないという話は、高齢者と接点がない若者にとっては信じがたい 

事実だと思う。認知症高齢者の現実を知ってもらえるとてもいい番組だった。救助 

される側の命だけでなく、救助する側の命も大切だと伝えていた点もよかった。 
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（ＮＨＫ側） 

         この番組を担当したディレクターは、認知症になった自分の祖母 

が、被災地で災害に遭ったらどうなるのか心配したことをきっかけ 

に番組を制作した。避難訓練をしている認知症高齢者の様子を顔に 

ぼかしを入れずに放送したが、当初は家族から映像を使わないよう 

に言われていた。ディレクターが家族を訪ねて、番組の狙いを説明 

したことで理解していただき、あのような映像を使うことができた。 

結果的にはご家族にも喜んでいただけたし、視聴者にも問題点がよ 

く伝わったと思う。震災については、まだまだいろいろな側面から 

伝えることがあると思っており、引き続きしっかりと取り組んでい 

きたい。 

 

                 クローズアップ東北「“認知症８００万人”時代 地域力で災害か 

ら守れ」は、放送後、宮城県認知症グループホーム協議会の蓬田隆 

子会長からお礼の手紙を頂いた。放送で顔を出したくないという人 

に丁寧に対応したことについて感謝された。取材を受けた人に対す 

る配慮と、視聴者に現実を忠実に伝えたいという思いで葛藤した番 

組だった。 

宮城県では、１月に津波対策ガイドラインを見直した。各市町村 

は新ガイドラインに基づいて津波避難計画を策定していくが、その 

過程をしっかりと伝えていくのも地域に根差すＮＨＫの役割だと考 

えている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １月２４日(金)の東北Ｚ「防潮堤 住民たちの模索～宮城・気仙沼の１年半～」 

では、ＣＧで防潮堤の高さを説明していて、イメージをつかみやすく分かりやすか 

った。津波被害を受け、防潮堤を建設した奥尻島の人々の話は、気仙沼の防潮堤を 

考える上でとても参考になった。防潮堤建設に賛成の人の顔にぼかしが入っていた 

が、制作者が防潮堤を一律に作ることは問題だという視点で番組を作っているから、 

賛成の人から同意を得られなかったのだと思う。賛成の人にも深く取材し、信頼関 

係を得て番組に賛同してもらうことが必要だと思う。 

 

○ 東北Ｚ「防潮堤 住民たちの模索」では、１年半という時間の経過に伴う住民の 

気持ちの変化がよく伝わってきた。また、２月１６日(日)の明日へ－支えあおう－  

復興サポート「防潮堤からつくる町の未来～岩手県大槌町～」でも、地域での問題 
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を丹念に取材して伝えていた。これらの番組は、意見の違うさまざまな立場の人を 

取材していて、いろいろな考えがあることがよく分かった。どのような地域を作っ 

ていくのか議論を進めている様子を、これからも定点観測で伝えていってほしい。 

 

○ 東北Ｚ「防潮堤 住民たちの模索」は、防潮堤建設の是非を巡り立場の異なる地 

域住民を長期に渡り取材していて、見応えがある番組になっていた。議論が尽くさ 

れないまま、なし崩し的に住民合意が形成されていく過程が、少し空恐ろしく感じ 

られた。真の意味での住民合意とは何なのか、その真の住民合意とはどのように導 

き出されるべきものか、考えさせられる内容だった。 

 

○ １月３１日(金)のクローズアップ東北「“定点映像”が伝える東日本大震災」は、 

ＮＨＫならではのすばらしい番組だった。地元の移り変わりを見てコメントする被 

災者の言葉から、これまでの生活の様子がよく伝わってきた。取り上げていた地域 

は復興を目指して進んでいるのがよく分かったが、福島はまだまだ前に進むことも 

できない地域もあり、切なく感じた。 

 

○ １月３１日(金)のさすけねぇの？福島「ど～なってるの？山の汚染」（総合  

後8:00～8:43 福島県域）では、放射能被害に関する現状と対策をとても分かりやす 

く伝えていた。「もう待てない」と番組で掲げていた割には、画期的な対策を紹介す 

る訳でもなく、無難な内容だった。もっと踏み込んだ内容を伝えてほしかった。 

 

○ ２月１日（土）の福島をずっと見ているＴＶ・選 ｖｏｌ．３２「箭内さん、原 

発へ行く」（前編）（Ｅテレ 後3:24～3:48）では、作業員が「誰かがやらなければな 

らないことをやっている」と言っていたが、劣悪で過酷な作業現場でも誰かがやら 

なければならないという事態をとても重く感じた。パンを床に座って食べるなど、 

劣悪な環境で作業しているように感じられたので、こうした作業環境について詳し 

く知りたいと思った。 

 

○ １月１８日(土)の戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか 

第７回「下北半島 浜は核燃に揺れた」（Ｅテレ 後11:00～19日(日) 前0:29.30）を 

見て、原発関連施設の受け入れについての議論は、防潮堤の議論と構図が似ている 

と思った。議論で地域が分断され、やるせない思いを抱える人々を、番組は丁寧に 

描いていた。 

 

○ １月２５日(土)の戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか   

第８回「山形 高畠 日本一の米作りをめざして」（Ｅテレ 後11:00～26日(日) 
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前0:29.30）では、山形県高畠町での実践を通して、農政近代化の光と影を浮き彫り 

にしており、これからの農業のあり方も考えさせられる充実した内容だった。これ 

からもひとつのテーマを掘り下げ、日本のさまざまな国政の課題を浮き彫りにして 

いってほしい。 

 

○ １月２６日(日)の「ＮＨＫとっておきサンデー」で、大分放送局が製作した水上 

カメラ「ミズスマシン」の開発秘話を見た。ハイテクな技術を駆使しているのかと 

思ったら、100円ショップに売っているような安価な材料で製作していて驚いた。臨 

場感あふれる小川の風景が撮れていて、感動した。東北でも撮影に使用してほしい。 

 

○ ２月１日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ 金メダルへの挑戦「小さな大ジャ 

ンパー 髙梨沙羅１７歳」では、ジャンプの髙梨沙羅選手が８歳の時に上手に飛べ 

なくて泣いている様子が、卓球の福原愛選手の小さいころの様子と似ていた。悔し 

くて泣いてしまうような根性の持ち主でなければ、一流にはなれないのだろうと思 

った。コーチと強い信頼関係で結ばれている様子を見て、会社での信頼関係の築き 

方に役立つと思った。 

 

○ ２月２日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ 金メダルへの挑戦「世界最高得点を 

めざせ～日本フィギュア男子～」は、タイトルを「日本フィギュア男子」としてい 

るにもかかわらず、町田樹選手について触れられていなかったので気の毒に感じた。 

 

○ ２月５日(水)のクローズアップ現代「見つめて触れて語りかけて～認知症ケア 

“ユマニチュード”～」では、実践できるケアが紹介されていてとても良い勉強に 

なった。 

 

○ ２月５日(水)のザ・プロファイラー～夢と野望の人生～「今の全力が奇跡を起こ 

す～杉原千畝６０００人を救った命のビザ～」では、杉原千畝が昭和２２年に依 

願退職した経緯に詳しく触れていなかった。歴史の検証には時間がかかるだろうが、 

歴史的に重要な事だから触れてほしかった。 

 

○ ２月１３日(木)のＢＳ歴史館 シリーズ もうひとつの幕末維新（２）「スーパー 

留学生 長州ファイブ」と、１４日(金)のＢＳ歴史館 シリーズ もうひとつの幕 

末維新（１）「芸者おもてなしパワー！～時代を支えた女子力～」（総合 前8:00～ 

8:59）の再放送を見た。明治維新という大きな物語の裏にある、幕末の庶民の生き 

ざまをひとつひとつ丁寧に描いていてわかりやすかった。歴史の裏舞台を見ていく 

ことも大切なことだと思う。 
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○ フィギュアスケートの羽生結弦選手が金メダルを取って間もない２月１７日(月) 

のＮＨＫスペシャル「羽生結弦 金メダルへの道」（総合 後8:00～8:45）は、とても 

タイムリーな放送だった。配点基準や羽生選手のプログラムを分かりやすく紹介し 

ていて見応えがあった。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「羽生結弦 金メダルへの道」は、とてもタイムリーな放送だっ 

た。ブライアン・オーサー・コーチの周到な計算に注目したことで、いかにして羽

生選手が金メダルに導かれたかが明確に分かった。被災地との関わりについて、あ 

えて触れなかった点も良かった。被災地に貢献するという感動物語を作りがちだが、 

アスリートを描く際には競技そのものにしぼったほうが良い場合もあると思う。 

 

○ ２月１７日(月)のスーパープレゼンテーション「黙って人の話を聞け！」では、 

「人を助けたい？ なら 黙って話を聞け！」という発言が印象的だった。自分の考 

えを示すのではなく、地元の人たちの話を聞くことで何をしたいか理解して、それ 

をサポートするという考え方は、地域づくりに携わる上で参考になった。 

 

○ ドラマ１０「紙の月」は、とても落ち着いた内容の良いドラマだと思う。主演の 

原田知世さんは、新鮮なキャスティングに感じる。“振り込め詐欺”の被害に遭う人 

が多い中で、詐欺事件を題材としている点が放送のタイミングとして気になった。 

 

○ ＮＨＫの職員は、会長や経営委員の意向をそんたくして変に自主規制したりとか、 

番組制作をちゅうちょしたりためらったりということはしないでほしい。現場の胆 

力を見せて、引き続きいい番組を作ってほしい。 

 

○ 佐村河内氏の問題については、ＮＨＫが先鞭をつけたことであり、検証番組をぜ 

ひ放送してほしい。公共放送の役割だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

                仙台局の畠山智之アナウンサーが東京に異動になり、４月から 

               「明日へ－支え合おう－」のキャスターを務めることになった。畠 

山アナウンサーとも連携しながら、来年度も震災報道をしっかりと 

続けていきたい。 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６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、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、視聴番組の東北Ｚ「この里に生きる ～丸森町耕野・支えあう 

人々～」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。 

 

（ 出 席 委 員 ） 

委 員 長  藤代   哲也  （(株) 七十七銀行 常務取締役） 

副委員長  鈴木  素雄  （河北新報社 編集局長） 

委   員  伊藤  一弘  （ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事） 

浦沢 みよこ  （（株）インターサポート 代表取締役） 

小林  好雄  （(株) まちづくり鶴岡 代表取締役社長） 

照沼 かほる   （福島大学 行政政策学類准教授） 

畑中 みゆき   （ＮＰＯ法人 Higｈ-Five 理事長） 

藤沢  清美  （(社)岩手県芸術文化協会常務理事） 

向田   吉広  （東北電力（株） 常務取締役） 

 

(主な発言) 

 

＜東北Ｚ「この里に生きる ～丸森町耕野・支えあう人々～」 

(１月１０日(金) 総合 後 8:00～8:43 東北ﾌﾞﾛｯｸ)について＞ 

 

○ 過疎化の影響で学校が廃校になることは他の地域でもあること だが、そこに放射 

能汚染による影響が加わり、人口減少に拍車がかかっている現実をよく描いていた。 

放射能汚染の問題を何気なく語る子どもたちの会話や、問題を抱えながらも宮城 

県丸森町耕野地区の魅力を語る移住者の話は、空しく感じた。地元に先祖代々住み 

続けている人の思いも伝えてほしかった。 

 

○ 山里に寄り添うように暮らす人々の支えあいの精神をさまざまな場面から感じる 

ことができ、とても心が和んだ。原発事故の影響によって人々が去り、集落を盛り 

上げようとする夢が崩されていく無念さを感じた。 

放射能汚染の影響で住めない所がある丸森町の実態を伝えていなかった。また、 

原発事故に対する怒りがひとつも出てこなかったので不思議に思った。原発事故に 
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よる影響をもう少ししっかり描いてもよかったのではないか。 

 

○ 小さな学校ならではの行き届いた教育により、子どもが自分の意見をはっきり言 

えることに感心した。地域の人々が参加する運動会など、地域ぐるみの子育ての様 

子がよく伝わり、子どもたちの礼儀正しい態度につながっていると感じた。 

自分の地域を愛し、地域を守るという人々の思いも感じた。原発事故で小さな子 

どものいる家族は集落を離れていったが、戻ってきても受け入れることができるよ 

うに環境を整えていた。子どもたちは、地域の産業をＰＲするための勉強をしてい 

た。地域の未来につながる動きが見えた気がした。 

除染で出た廃棄物が積まれていたが、こうした問題に対する怒りの声を伝えても 

よかったと思う。 

 

○ 復興を進めることの難しさが日々の暮らしから伝わってきた。番組は淡々とした 

流れで描いていたが、その中にはメッセージがしっかり込められていた。 

地域の大人が参加する運動会や発表会で、子どもたちは多くの大人と関わりを持 

つことで成長していた。地域の大人たちが子どもたちを育てていて、とても感心し 

た。 

原発事故による放射能汚染に対して怒っている人はいると思うが、怒りをストレ 

ートに伝えるのではなく、今回の番組のように淡々と優しく現実を描くだけでも、 

メッセージは伝わってきた。 

 

○ 「彼らが居続ければおもしろい地区になったのだけれど」という言葉が心に響い 

た。放射能汚染の問題で人々が地区を去り、魅力ある地域を作る事ができず、残念 

に思う。 

子どもが地域の産業である養蚕の研究発表をする場面からは、子どもが地域に温 

かく支えられてきちんと育っていることが伝わってきた。 

移住者がこの地域に住もうとしたそもそもの動機と、震災後にどのように意識が 

変わったのかを知りたかった。また、地区に残った３人だけでなく、地区を離れた 

人の思いも知りたかった。 

  一方で、地域に住み続けている人の意識の変化も知りたかった。震災後も地域を 

ひたむきに守り続けているが、悔しい思いを心に持っていると思う。 

この番組で伝えたかったことは、自然豊かな地域の生活の豊かさなのか、それと 

も、希望を持って移り住んだ人が離れなければならなくなったことの悔しさなのか、 

分かりにくかった。 

 

○ 放射能汚染の問題があったから、人々は地区を離れていったと思う。地区を離れ 
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ていった人々に話を聞いて、思いを伝えてほしかった。 

学習発表会での子どもたちの言葉には心がこもっており、子どもたちの素直な面 

が見られて、心が和んだ。 

子どもや移住者に注目して耕野地区の様子を伝えていたが、取材対象を絞ること 

で伝える内容が明確になり、もっと強いメッセージを発信できたのではないかと思 

う。 

 

○ 里山で助け合う人々の暮らしと、過疎に対応するために外から人を引っ張ってく 

る長年の取り組みが、原発事故によって途切れてしまったということがよく分かっ 

た。 

淡々と風景を切り取って伝えていて、とても心地良く感じた。一方で、原発事故 

で環境が変わってしまったことをかなり抑制的に描いていて、何を伝えたかったの 

か分かりにくかった。原発事故が地域の長年の努力を無駄にしたということを、も 

う少しストレートに伝えてもよかったと思う。 

地区を離れた人々はどういう情報を基に避難しようと判断したのか気になった。 

地区の放射線量は基本的に健康に影響がないと言われている値だと思う。決断の背 

景となる情報が不十分であったのであれば、とても残念に思う。 

 

○ 耕野地区の歴史を振り返ることで、もう少し番組に厚みが出たのではないか。こ 

の地区は昔から開かれていて、Ｉターンの気風がある地域だった。８０年代末から 

９０年代初頭には産業廃棄物処分場に関する住民運動が起きたが、放射能汚染の問 

題と共通するところがあると思う。 

住民は放射能汚染にもかかわらず、この里に住み続けることを決断しているから、 

嘆いたりしないのだろう。あえて言わないことで少しでも前を向いていこうという 

彼らなりの精神の平衡を保つための一つの知恵だと思う。問題を追及する形の番組 

にしていたら、住民の心境とずれが生じていたのではないか。告発型の番組にしな 

かったことで、結果的に放射能汚染による被害を効果的に伝えていた。 

告発をしないとはいえ、この山里で生きないことを選択した人たちの様子を伝え 

ることで、より番組に奥行きが出たのではないか。 

 

○ 淡々と事実を伝えていて、心に訴えかける番組だった。  

耕野地区の移住者については、ＮＨＫが継続的に放送で取り上げているので知っ 

ていた。３世帯まで減少したという事実だけで、放射能汚染に向き合う現実の厳し 

さが伝わってきた。 

自然や人々の営みに魅力を感じて耕野地区に来た移住者により、過疎化脱却の兆 

しが見えたにも関わらず、原発事故で過疎化が深刻になってしまったという現実の 
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被災地の厳しさがよく分かった。 

子どもたちや支え合う地域の大人の笑顔を見て、元気づけられた番組だった。 

 

 （ＮＨＫ側）    

          子どもたちを中心に、その子どもたちを取り巻く大人から集落 

を描くことによって、これまで脈々と受け継いできた自然や集落 

の人々の生きざまをしっかり伝えようと考えた。そのうえで、低 

線量被ばくの問題をどう盛り込んでいくか、悩みながら制作した。 

１年近く耕野地区に通い、取材を積み重ねていく中で、人々は 

放射能汚染に悩み苦しんでいると感じた。しかし、その感情を口 

に出してしまうと心が折れてしまいそうになるので、ふたをして 

明るく生きていく事で精神を保っているように見えた。表に出さ 

ない人々の嘆き、苦しみを気にするあまり、原発事故に対する率 

直な思いを聞くことができなかったのが反省点である。心の中の 

悔しさや切なさをもう少し伝えることができれば、より番組に深 

みがでたと思う。 

都会からの移住者についても取り上げたが、何十年も前に移住 

してきた人や原発事故で地区を去った人が、今どんな思いでいる 

のかを、もう少し描くべきだったとも思う。 

  

          制作したディレクターは、耕野地区の伝統的な教育に興味を持 

っており、教育の話を中心に番組を制作しようと考えていた。た 

だ、低線量被ばくや過疎化の問題を抱える地区だったということ 

もあり、番組に盛り込むことにした。 

低線量被曝を心配して地区を離れ、愛媛県松山市に移住した家 

族へも取材した。話はしてくれたが、カメラの撮影は断られてし 

まった。 

どのように伝えるか悩み考え抜いた結果、怒りをあらわにする 

のではなく、心の中に秘めた怒りの感情を優しく表現することに 

した。 

放射能汚染の問題は被害の大きいところばかり注目されるが、 

被害の小さい地域の存在を忘れずに継続的に伝えていきたい。 

          

東北Ｚ「この里に生きる」について、率直な意見を頂き、感謝 

している。ＮＨＫの番組をより良い物にしようという皆さんの思 

いを感じ、お礼を申し上げたい。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○ １月１０日(金)のシリーズいわて「ふるさとの記憶 ～第９回 野田村～」（総合  

後7:30～7:55 盛岡県域）を見たが、震災から３年たつのでこの番組には区切りを付 

け、未来につながる番組に取り組んでほしい。 

 

○ 「てれまさむね」の「ようこそＮＨＫ」のコーナーは、演出がパターン化してい 

る。子どもたちならではの演出にしてもらいたい。 

 

○ １２月２７日(金)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「最後の避難所～原発事故 

の町 住民たちの歳月～」（総合 後10:00～10:49）は、ひとりひとりの被災者をし 

っかり描いており、それぞれの思いがよく伝わってきた。何人もの人が「寂しいで 

すね」と言っていて、被災者共通の言葉だと思った。年老いた人が流浪するという 

状況を通して、震災の悲惨さをよく表していたと思う。 

 

○ ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「最後の避難所～原発事故の町 住民たちの歳 

月～」では、避難所で新たに人とのつながりができたにもかかわらず、避難所閉鎖 

に伴い再びつながりを失うという現実が、とても残酷に感じた。厳しい状況に追い 

込まれる高齢者を通して、社会に警鐘を鳴らす貴重な番組だった。 

 

○ １２月３１日(火)の 東北発☆未来塾 大みそかスペシャル「東北を変える 若者 

のチカラ～いま、始めよう！～」（Ｅﾃﾚ 後6:30～6:55）では、若者が真剣にアイデ 

アを考えているようには見えず、残念だった。南三陸ふっこう青年会長の工藤大樹 

さんの「実際は被災地だけど俺らは別にもうそんな事は思っていない。もう被災者 

っていう言葉すらも恥ずかしい」という言葉に驚いた。被災者や被災地と呼ばれな 

くなる日が近づいていると思った。 

 

○ １月１４日(火)の地方発 ドキュメンタリー「最後の場所がなくなるとき～“釜 

石の悲劇”家族の２年１０か月～」では、亡くなった娘に会えると信じて探し続け 

る親を見て、震災の悲惨さを感じた。妻子を亡くした片桐浩一さんが防災センター 

に書いた言葉は、津波被害の教訓になる非常に重たいものだと思う。 

 

○ まもなくソチオリンピックが始まるが、１２月２１日(土)の１９６４東京オリン 

ピック「“１億人”に勝利を～アスリートたちの挑戦～」（総合 後10:00～10:48）の 

ような番組をもっと放送して、盛り上げていってほしい。 
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○ １２月２３日(月)のハイビジョンスペシャル「パリのクリスマス～美しい夜の物 

語～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後9:00～10:42.30）は、パリ市民のクリスマスの過ごし方がと 

てもよく伝わってきた。子どもたちがサンタクロースに手紙を書く様子を見て、心 

が温まった。 

 

○ １２月２５日(水)のドキュメンタリー同期生「俺たちは、歌い続ける～福岡ライ 

ブハウス“照和”７３年組～」（総合 後10:55～11:20）では、年齢に関係なく音楽 

を楽しんでいる姿を見て、羨ましく思った。夢を諦めた寂しさも伝わってきた。 

 

○ １２月２６日(木)の「ハロー・グッバイの日々～音楽プロデューサー佐久間正英 

の挑戦～」（総合 前0:10～0:39）では、がんにもかかわらず音楽活動に全力を尽く 

す佐久間正英さんの姿が丁寧に描かれていた。病床から収録に向かい、作品を完成 

させるシーンには深く感動した。佐久間正英さんの音楽への熱意がしっかり伝わっ 

てきた。 

 

○ １２月２７日(金)の７年ごとの記録「旧ソ連 ２８歳になりました」（Ｅﾃﾚ  

後11:00～11:54）の再放送を見た。激しく変化する社会から影響を受ける境遇は、 

残酷とも思えるほどだった。状況は厳しいが、一生懸命頑張る姿を見て、７年後の 

姿を応援したくなるドキュメンタリーだった。 

 

○ １２月２８日(土)の井上陽水 ドキュメント「氷の世界４０年」～日本初ミリ 

オンセラーアルバムの衝撃とその時代～（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後9:00～10:14）では、「氷の 

世界」の制作背景を丁寧に描いていた。感性が豊かなディレクターの思いが伝わっ 

てきた。 

 

○ 井上陽水 ドキュメント「氷の世界４０年」は、井上陽水さんの曲を徹底的に分 

析していく紹介方法がおもしろかった。見せ方を工夫していると思う。 

 

○ １２月３１日(火)の「第６４回ＮＨＫ紅白歌合戦」では、ＡＫＢ４８のメンバー 

が卒業を宣言していたが、紅白にはそぐわないと思う。「紅白歌合戦」は単なるテレ 

ビ番組ではなく、日本人が大切にする伝統行事のひとつだと思う。出演者もその点 

をわきまえてほしい。 

 

○ 「第６４回ＮＨＫ紅白歌合戦」は、連続テレビ小説「あまちゃん」の話題が多く、 

とても楽しかった。久しぶりに「紅白歌合戦」を見たが、アイドルやアニメソング 

が多く、ＮＨＫの歌番組の総集編のような演出になっていると感じた。 
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○ 「第６４回ＮＨＫ紅白歌合戦」で、ＡＫＢ４８のメンバーが卒業宣言したことは、 

場にふさわしいものではなかったと思う。１月１１日(土)の「ＡＫＢ４８ＳＨＯ 

Ｗ」で卒業宣言の裏側を取り上げていて、民間放送のような手法に憤りを感じた。 

 

○ 「第６４回ＮＨＫ紅白歌合戦」は、連続テレビ小説「あまちゃん」の話題が多す 

ぎると思ったが、にぎやかで楽しめる内容だった。 

 

○ １月１日(水)、２日(木)のＮＨＫスペシャル「シリーズ遷宮」は、多くの人が神 

様の事を考える時期に放送していて、タイミングが良かった。 

 

○ １月４日(土)のドキュメント２０ｍｉｎ．「陽（ひ）だまりの椅子のドクター～東 

京・六本木～」（総合 前0:40～0:59.30）を見て、涙が出た。自らの経験を基に、敵 

がいなければみんな幸せと考えていて、とても感動した。お金が無い人には無料で 

治療を施していて、立派だと思った。 

 

○ １月４日(土)のザ・プレミアム「よみがえる江戸城」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後6:00～ 

8:30）は、当時の設計図を基にＣＧで再現した江戸城に圧倒されるとともに、設計 

図から新たに判明したことも紹介していて、ＮＨＫならではの番組だったと思う。 

 

○ １月５日(日)のＮＨＫスペシャル「みんなの夢まもるため～やなせたかし “ア 

ンパンマン人生”～」（総合 後9:15～10:04）は、子どもに愛されるアンパンマンに 

込められたメッセージを知ることができる良い番組だった。 

 

○ １月６日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「モノじゃない、人生の伴走者  

義肢装具士・林伸太郎」（総合 後10:00～11:20）は、その人の体と見まごうような 

義肢を作りだす姿勢に圧倒された。取材が難しかったと思うが、制作者が取材対象 

者から信頼を得ているからこそできた番組だと思う。 

 

○ １月１１日(土)の目撃！日本列島「ほえろ、“じゃがいも”～災害救助犬へ 三度 

目の挑戦～」では、被災して岐阜県のＮＰＯに引き取られた雑種犬が、災害救助犬 

に挑む姿を追っていた。チャレンジを続け、一歩ずつ進歩している姿が、被災地の 

現状を代弁しているかのようだった。 

 

○ １月１１日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ“ジャパン ブランド” 第１回 

「“食と農”に勝機あり」（総合 後9:00～9:58）では、日本の技術を生かして外国で 
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生産するメイド・バイ・ジャパンという考えを初めて知った。ブランドの価値を捉 

えていなければ、戦略を見失うという考えは参考になった。 

 

○ ＮＨＫスペシャル シリーズ“ジャパン ブランド” 第１回「“食と農”に勝機 

あり」では、オーストラリア和牛が日本で市場規模を拡大していることを通して、 

市場戦略の重要性が分かった。 

 

○ １月１２日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ“ジャパン ブランド” 第２回 

「“日本式”生活インフラを輸出せよ」（総合 後9:00～9:58）で紹介していた地元企 

業の販路開拓に奮闘する北九州市の先進的な取り組みは、とても参考になった。イ 

ンフラの輸出は新しい成長分野なので、どんどん取り上げてほしい。 

 

○ ＮＨＫスペシャル シリーズ“ジャパン ブランド” 第２回「“日本式”生活イ 

ンフラを輸出せよ」を見て、被災地の復興についても、東北の特徴を生かして世界 

に売り出していくような視点で議論すべきだと思った。 

 

○ １月１３日(月)のにっぽん紀行「それでも俺たち 網を引く～能登半島 七尾～」

（総合 後7:30～7:55）は、魚を捕るために知恵を出し合い日々努力する漁師の姿を 

しっかり伝えていた。 

 

○ １月１３日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「盤上の宇宙 独創の一手 

囲碁棋士・井山裕太」を見て、将棋・囲碁は日本勢が強いと思っていたが、実は中 

国や韓国勢が強いという事を知り、とてもショック受けた。 

 

○ １月１３日(月)の「サラメシ」で紹介されていた福岡のレストランの賄い飯は、 

まねして作りたいと思った。レシピをデータ放送で紹介してもらいたい。 

           

○ 「あしたをつかめ～しごともくらしも～」で、地域の職業を番組で紹介してもら 

いたいと思う。子どもたちが将来地域で働くきっかけとなり、過疎の解消につなが 

るのではないか。 

 

○ 大河ドラマ「軍師官兵衛」の初回では、町並みの風景にＣＧを多用していたが、 

ＣＧである事がすぐに分かってしまい、興ざめだった。ナレーションは滑舌が悪く、 

耳障りで聞き取りにくいと思う。織田信長が唐突に登場し、黒田官兵衛との関係性 

がよく見えなかったので、もう少し丁寧に描いてもらいたい。 
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○ 年始は大河ドラマ「軍師官兵衛」関連の番組が多かった。昨年の「八重の桜」の 

時も宣伝が多かったが、復興応援という意味で受け入れていた。放送前の宣伝番組 

の多さには、少し疑問を感じる。 

 

○ 「地域発 ドキュメンタリー」はとても良い番組だと思うが、放送時間が遅すぎ 

ると思う。多くの人が見られる時間帯に放送してほしい。 

 

○ 同じ芸能事務所のタレントが、「スペシャル時代劇 大岡越前」、木曜時代劇「鼠 

（ねずみ）、江戸を疾（はし）る」、「嵐の明日に架ける旅 ２０１３」など、いろい 

ろな番組に出ている。幅広いタレントが所属していて、演技も上手だが、多用し過 

ぎだと思う。 

 

○ 「ドキュメント７２時間」、「サラメシ」、「鶴瓶の家族に乾杯」は、普通の人を通 

して日常生活の大切さを感じることができ、好きな番組だ。 

 

 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５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、１９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、視聴番組の特集ドラマ「かつお」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。 

 

（ 出 席 委 員 ） 

委 員 長  藤代   哲也  （(株) 七十七銀行 常務取締役） 

副委員長  鈴木  素雄  （河北新報社 編集局長） 

委   員  伊藤  一弘  （ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事） 

伊藤  洋平  （秋田清酒（株） 代表取締役社長） 

浦沢 みよこ  （（株）インターサポート 代表取締役） 

小林  好雄  （(株) まちづくり鶴岡 代表取締役社長） 

照沼 かほる   （福島大学 行政政策学類准教授） 

畑中 みゆき   （ＮＰＯ法人 Higｈ-Five 理事長） 

藤沢  清美  （(社)岩手県芸術文化協会常務理事） 

向田   吉広  （東北電力（株） 常務取締役） 

 

(主な発言) 

 

＜特集ドラマ「かつお」 

(総合 １２月１８日(水) 後 7:30～8:43 東北ブロック)について＞ 

 

○ 東日本大震災から２年半経過しているが、心の傷跡がいかに深いものか改めて感

じさせられた。悲しくても生きていかなければならないことをしっかり訴えていた。 

  山村裕樹のレストランを作る夢や、山村武雄の漁師復帰への決意は希望に満ちあ

ふれていた。被災地の人々が、悲痛な悩みを抱えながらも生きていかなければなら 

ない現実がよく表れていて、感動した。 

 

○ 登場人物全員が、震災前の思い出を抱え、時には苦悩し立ち止まりながらも、ま

た前向きに動き出していた。誰もが威勢よく泳ぐかつおのように見えた。 

俳優である梅沢富美男さんやミュージシャンである大友康平さんの個性に頼らず、

淡々とした演技で構成していた点が逆に印象に残った。 
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  津波に飲み込まれていく 中に遺言を書く時間があるのかと疑問に思うが、ドラ 

マとしては、海から引き揚げられた車の中から遺言が見つかり、感動的な場面にな

っていたのでよかったと思う。 

 

○ 細かいところまで被災者への配慮が行き届いていたと思う。家族を失った人の悲 

しみや被災者同士の温度差など、聞いた事があるようなエピソードをたくさん盛り 

込んでドラマを構成していた。中学生の山村裕樹を中心に、分かりやすく描いてい 

たので、落ち着いて見ることができた。 

娘を亡くした竹原栞里と山村幸恵を亡くした山村一家が、心に傷を負っている者 

同士で理解しあうという分かりやすい構図だが、ごく普通の第三者の視点を取り入 

れてもよかったのではないか。 

 

○ つらい過去を引きずりながら、現実を受け入れて立ち上がろうとする人々の心情 

を、少年の目を通してとてもよく描いていた。登場人物のせりふを通して、被災者 

の様子をしっかり伝えていた。 

とてもつらく、涙無しでは見られないドラマだったが、家族を亡くした被災者や、 

被災地以外の人がどう捉えたのか気になった。 

  震災から２年半が経過したとはいえ、震災ドラマを放送するのは勇気が必要だっ 

たと思う。 

 

○ 「中学生日記」を見ているような気持ちになった。ベテランの俳優が演じるシー 

ンは安心して見ていられるが、子役が出てくるとどう演じるのか心配になりながら 

見ていた。  

ラジオ体操やお祭りなど地元の行事をとても丁寧に描いていたが、ナレーション 

で登場人物の心情を全て説明していて、感情移入できなかった。 

サンドウィッチマンの登場シーンが少なく、関わり方が中途半端で残念だった。 

事前の宣伝を見る限り、もっとドラマに関わってくると思っていた。 

 

○ 山村武雄が主役だと思っていたので、ドラマが中学生の山村裕樹のナレーション 

で進行していくことに戸惑った。 

宮城を代表する俳優が出演していたので期待していたが、地元漁師の方言を使い 

こなせていなかった。方言をしっかり表現できたら、地元の雰囲気をもっと伝えら 

れたと思う。 

ＢＧＭを使うタイミングがよくなかった。使わなくてよい場面で使っていて疑問 

に思った。 

山村武雄が漁師に復帰する場面と、竹原栞里が看護師に復帰すると決断した場 
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面は、自分が求められる場所に帰るという感動的なシーンなので、もっと盛り上げ 

て欲しかった。 

 

○ ゆったりとした気持ちで家族が安心して見る事ができるドラマに仕上がっていた。 

大友康平さんが主役でタイトルも「かつお」だったので、感情の起伏が激しい主 

人公が波乱万丈の人生を過ごしていくのかと思ったら、全体的に穏やかで意外に感 

じた。登場人物も善良な人ばかりで、みんな悲しみを背負っている事を想像すると 

つらかった。ドラマで家族を失った人がわざと明るく振る舞っている場面を見て、 

実際に家族を失った人がつらくならないのか気になった。 

ドラマでは、我慢強くて自分が被害を受けていても周りの人に気を遣うという東 

北の人の性格を描いていたが、被災地の人の悲しみをストレートに表現してもよか 

ったのではないか。 

 

○ 何で自分だけが生き残ったんだろうかと思う前島吾郎みたいな人は被災地に大勢 

いると思うし、現実の漁師も、まだまだ複雑な思いを持っていると思う。ドラマの 

結末は軽くさわやかだったが、一方で、重みが足りないとも感じた。 

登場人物がみんな明るく前を向いていた。前島吾郎はもう少し違う役どころでも 

よかったのではないか。きれいに話をまとめすぎている印象を受けた。 

大友さんや鈴木京香さんなど東北出身の俳優を使い、東北から全国に向けて震災 

ドラマを発信したのは、とても意義があると思う。 

 

○ 宮城県の風土を盛り込んだ内容になっていて、仙台局が制作したドラマとして全 

国発信する意義があった。 

被災地を舞台にしたドラマを制作するのは、極めて難しいことだと思う。キャラ 

クターの設定やせりふを誤ると、被災者を傷つけてしまうことになりかねず、制作 

側にためらいが生まれたのではないか。ドラマを通して、制作者の苦しみや迷いが 

見えた。 

ＢＧＭがやや過剰だったと思う。「感動してください」と言わんばかりにＢＧＭが 

流れてきて、お仕着せがましい気がした。 

大友さんやサンドウィッチマンが出てきたので、軽妙なドラマかと思って見てい 

たら、シリアスに話が展開していった。被災者の感情を逆なでしないように配慮し 

たのだろうが、笑いを誘う場面がもう少しあってもよかったと思う。 

きのう１日だけで４つもの番組でドラマを宣伝していた。力が入っているのは分 

かるが、もう少しスマートに宣伝した方がよいのではないか。番組を見る前に、宣 

伝だけで番組を見た気分になってしまう。 
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○ 震災や津波の映像を使わず、静かに被災者に寄り添う事で、被災地に対して配 

慮した番組を作り上げていた。 

山村裕樹が「みんなあの日までのことは忘れたくない」と言っていたが、実際に 

は思い出したくない人もいるだろう。ドラマはフィクションであるがゆえに人それ 

ぞれ捉え方が違い、難しいと思う。 

東北出身ではない出演者が方言を使うと、どうしても違和感を覚えてしまう。サ 

ンドウィッチマンなど、地元の出演者をもっと活用してほしかった。 

 

 （ＮＨＫ側）    私自身、仙台局にいる時に震災を経験した。その後、震災報 

道に関わり続け、被害を受けた人々と接してきたので、フィク 

ションであるドラマがこうした人々を傷つけることのないよう 

に細心の注意を払った。 

ドラマだからといって、絵空事を描いても制作する意味がな 

い。全国の視聴者に向けて、被害を受けたこの東北で暮らす 

人々の気持ちを分かりやすく伝えたいという思いで取り組んだ。 

結果として、登場人物のせりふが説明調で、分かりやす過ぎる 

という印象を与えてしまったかもしれない。 

震災を身近に感じていない東北以外の地域の人にも伝わりや 

すいように、中学生である山村裕樹の視点から見た被災地を描 

いた。意図的に選択したスタイルではあったが、中学生にして 

は器用で分かりやすい言葉を使い、大人の心情を哲学的に語ら 

せたので、お行儀が良いＮＨＫ的なドラマに感じられたのでは 

ないか。 

そもそもドラマは人によって受ける印象がさまざまに異なる 

ため、人生が変わるような大災害に遭遇した人々の町を舞台に、 

どのように作るかとても難しかった。大切な事が伝わり、しか 

もドラマとしてのおもしろさも感じてもらえるように、試行錯 

誤を重ねて作り上げた。 

 

           当初、震災からちょうど２年半となる９月１１日(水)に放送 

することを目指していた。しかし、被災地を舞台にするドラマ 

は難しく、何度も脚本を作り直し検討を重ねたため、９月   

１１日(水)には間に合わなかった。キャスティングする時間も 

ほとんどなかった。今、振り返ると反省点が多い。ただ、被災 

地の思いを全国に届けたいという目標があったので、制作陣全 

員で悩んで何とか考え抜いた結果がこのドラマである。 
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日頃は、ドキュメンタリーを中心に震災関連番組を制作して 

いるが、ドキュメンタリーでは描ききれない部分がある。多様 

な表現で震災を伝えなければならないと思っている。震災が起 

きた仙台の放送局が日々この地で被災地を感じ、伝えてくれる 

だろうという期待もあると思う。これからもいろいろな表現に 

挑戦していく。 

 

           番宣が多過ぎるというご意見があったが、意図してＰＲに力 

を入れた結果である。３月２６日(火)の特集ドラマ「ラジオ」 

（総合 後10:00～11:13）は、災害ＦＭを舞台にした良いドラマ 

だったが、宣伝をしなかったので注目度が低く、宮城県内でも 

ほとんど話題にならなかった。仙台局が制作した特集ドラマ 

「かつお」を県民の皆さんに見て頂きたいと思い、ＰＲに力を 

入れた。その結果、視聴率も高かった。 

 石巻市で開催した試写会で、「被災地の空気をよく表してい 

る」という感想も頂き、安心している。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １１月２２日(金)のクローズアップ東北「認知症看護のスペシャリストを養成せ 

よ」を見た。高齢者の４人に１人が認知症の疑いがあるにもかかわらず、看護師が 

不足している医療現場の実態に驚いた。１人ではなく複数の事例を紹介した方が、 

認知症看護の難しさを多角的に伝えられたと思う。認知症を予防するための取り組 

みについても番組で紹介してもらいたい。 

 

○ １１月２９日(金)のクローズアップ東北「帰還の条件」を見て、帰還の大変さを 

改めて思い知った。帰還の問題はとても深刻で、いろいろ考えさせられた。ただ、 

もう少し現地の状況がわかっている人にゲストとして出演してもらいたかった。 

 

○ １１月２９日(金)の東北Ｚ「限界は ない ～大曲の花火“五重芯”成功の軌跡 

～」では、五重芯の製作過程を取材し、花火の奥深さを伝えていた。花火の構造が 

よく分かる解説で、花火に対する興味が増した。 

 

○ １２月６日(金)のクローズアップ東北「脱！短命」を見た。病気にならずに心身 

ともに健康でありたいとは思うが、誰しも行動が伴っていない。東北の人々を「脱 

短命」に向かわせるために、楽天的な意識の改善を迫り、人々を指導するような番 



6 

組作りも必要だと思う。 

 

○ クローズアップ東北「脱！短命」を見た。伊奈かっぺいさんの軽妙なトークによ 

って、重たいテーマの番組が見やすくなっていた。ただ、会話中にもＢＧＭが流れ、 

騒がしく感じた。ＢＧＭが見ている人に与える影響は大きいので、使い方には配慮 

してもらいたい。 

 

○ １２月１３日(金)の東北Ｚスペシャル「センバク！～北の“ビジュアル系”ロッ 

クフェス～」（総合 後7:30～8:43 東北ﾌﾞﾛｯｸ）では、方言を使った笑いのロックが 

繰り広げられ、ロックの新しいスタイルに驚いた。登場したバンドの仙台貨物の曲 

を聞いて癒やされるとともに、被災者を元気づけようと再起した仙台貨物の心意気 

に感動した。 

 

○ １２月１４日(土)の「ウイークエンド東北」を見た。渡辺長一さんの大黒舞で、 

人々が笑顔になっていた。地域の気持ちをひとつにする伝統芸能の大切さが実感で 

きるとてもよい企画だった。 

 

○ 私の周りの漁業者は「てれまさむね」の天気予報をよく見ていて、仙台局のキャ 

ラクター「やっぺぇ」と気象予報士のコントがお気に入りだ。私たちを笑顔にして 

くれる「やっぺぇ」にこれからも期待している。 

 

○ 来年、ソチオリンピックが開催されるので、宮城県から出場する冬季オリンピッ 

ク選手に関して、地元ならではの視点で特集を組んでもらいたい。華やかな部分だ 

けではなく、選手の苦労も伝えて、オリンピックを盛り上げてもらいたい。 

 

○ １１月２９日(金)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「震災遺構～悲劇の教訓を 

どう伝えるか～」（総合 後10:00～10:49）は、とても難しいテーマで、デリケート 

な内容だがよく取材していたと思う。震災遺構を残すための費用を国が負担すると 

決め、議論が活発化する中、タイムリーに伝えていた。 

寺澤仲子さんが亡くなった娘を鳥に重ね合わせるシーンには、胸がつまった。 

  鎌田靖キャスターが番組の 後で「住民も自治体も正面から向き合って議論を尽 

くして行く必要があるのではないでしょうか」と言っていたが、正面から向き合っ 

て議論を尽くすことができないから、今地域の人々が悩んでいる。無理にまとめよ 

うとせずに、問題があることを提示するだけに留めた方がよいのではないか。 

 

○ １２月１日(日)のＮＨＫスペシャル「汚染水～福島第一原発 危機の真相～」を 
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見た。私たちが行くことができない原子力発電所の内部の様子や、作業員の気持ち 

などが分かり、これから向き合わなくてはいけない事を教えてもらった。廃炉に向 

けた課題や、どのように人材を育成していくかなど、考えさせられる番組だった。 

 

○ １２月１１日(水)のＴＯＭＯＲＲＯＷ「除染 村民たちの挑戦 スーザン・ボー 

  ス／ジャーナリスト」を見た。除染のために３人がかりで農業用ハウスのビニール 

  を丁寧に拭いている所を紹介していたが、ビニールを張り替えた方が効率的である。 

除染する過程で無駄な時間、労力、お金を費やしていることは、とても残念である。 

 除染に対する的確な方針を打ち出せていない国や専門家の責任は大きいと感じる。 

 

○ 亀田音楽専門学校はすばらしいと思う。１１月２１日(木)の「フライング・ゲッ 

トのメロディー学」では、シンコペーションを「食い」と日本語で表現していて分 

かりやすかった。１１月２８日(木)の「ダメ押しのメロディー学」では、曲の構成 

を考える上での隠れたテクニックを分かりやすく説明していた。１２月１２日(木) 

の「胸熱のファルセット美学」では、音楽に疎い人でも理解できるように解説を工 

夫していて分かりやすかった。小野文恵アナウンサーの質問が的確で、視聴者の知 

りたい点をうまく代弁していると思う。 

 

○ １１月２３日(土)の松下奈緒 永遠のオードリー「前編 フランス、オランダの 

旅」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後7:30～8:59）と１１月３０日(土)の「後編 イタリア、スイス 

の旅」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ後7:30～8:59）は、オードリー・ヘップバーンのスイスでの晩 

年の暮らしぶりを丹念に取材していて、人柄がよく伝わってきた。オードリーの生 

き方を見て、美しく老いるということがよく分かった番組だった。 

 

○ １１月２４日(日)のＮＨＫスペシャル “認知症８００万人”時代「“助けて”と 

言えない 孤立する認知症高齢者」を見た。目を背けてしまいたい場面もあったが、

認知症の現実を知ることができてよかった。身近な問題であり、親や近所の人が認

知症にならないか心配になった。健康診断のように、認知症を早期発見する仕組み 

ができたら安心だ。 

 

○ １１月２５日(月)のＮＨＫニュース「おはよう日本」の、オリンピックに向けて 

女子体操選手を育てるオーディションに関するニュースの中で、エントリー番号と 

一部の成績が記載された採点表が映し出されていた。放送時点では結果発表されて 

いないので、成績に関する映像は配慮して使うべきだと思う。 

 

○ １１月２９日(金)の「薬師丸ひろ子３５周年記念コンサート」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 
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後9:00～9:59）と、１２月７日(土)のＳＯＮＧＳ「薬師丸ひろ子」を見た。２つの 

番組の相乗効果で楽しみが増した。薬師丸ひろ子さんの澄んだ声と、素人っぽい歌 

い方がとても良く、連続テレビ小説「あまちゃん」で「潮騒のメモリー」を歌った 

シーンを思い出した。 

 

○ １２月３日(火)のすイエんサー「なんで写真にうつるとき、ついついピースをし 

ちゃうわけ～？」では、ピースサインの起源や心理的効果を探っていて、おもしろ 

い切り口だった。 

 

○ １２月６日(金)のドキュメント７２時間「消印有効 ２４時間マンモス郵便局」 

では、短いインタビューの中からいろいろな人の人生をかいま見る事ができ、心を 

揺さぶられた。 

 

○ １２月７日(土)のあしたをつかめ～しごともくらしも～「鉄道会社・駅係員」の 

再放送を見て、人の営みを支える駅係員という仕事の奥深さを感じた。挫折を感じ 

た人ならではの深いコメントに、心を打たれた。 

 

○ １２月７日(土)の謎解きＬＩＶＥ 英国式ウイークエンド殺人事件「一夜目」 

（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後9:00～10:29）と、１２月８日(日)の「二夜目」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ  

後11:00～11:59）は、キャスティングに違和感があった。ゲストの３人のバランス 

はよく、内容もおもしろかったが、見せ方に工夫の余地があったのではないか。 

 

○ １２月８日(日)の「日曜美術館」で紹介されていた「日本のデザインミュージア 

ム実現にむけて展」に行ってきた。東北の各地に残っているすばらしい伝統文化を 

紹介していたので、東北の人にも知ってもらいたい。東北各地には、自然の暦に寄 

り添い生きる人々の心豊かな暮らしが残っていると思うので、番組で取り上げてほ 

しい。 

 

○  １２月９日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「パリの新風、一針の美学 

テーラー・鈴木健次郎」を見た。職人の徹底した仕事ぶりに感心した。地元の客か 

ら絶大な信頼を得ていて誇らしかった。 

 

○ プロフェッショナル 仕事の流儀「パリの新風、一針の美学 テーラー・鈴木健 

次郎」では、試着の際に、複数の顧客から絶賛されていてプロフェッショナルだと 

いう事がよく分かった。一緒に働いている妻の話も聞いてみたかった。 

 



9 

○ １２月９日(月)のアスリートの魂「 速エンジンになる ボブスレー 黒岩俊 

喜」は、体格の差で不利な日本人が、低い重心を武器にしようと考えている所がと 

てもおもしろかった。ソチオリンピックに向けて楽しみが増えた。 

 

○ １２月１４日(土)の京都迎賓館「極める！京都の技とおもてなし」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ  

後9:00～10:29）では、日本が誇る伝統文化を知る事ができ、とても意義がある番組 

であった。日本の文化を日本人がしっかり理解するために見てもらいたい番組だ。 

 

○ １２月１５日(日)の「ＮＨＫ海外ネットワーク」では、ＩＴ教育の重要性は分か 

った。スマートフォンの使いすぎによる記憶力低下など、ＩＴは使い方によってデ 

メリットが生じる事もある。メリットばかりではなく、デメリットも一緒に紹介し 

てもらいたい。 

 

○ １２月１６日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「上戸彩 石川県七尾市」（後編）を見た。 

マイクが映り込んでいて、邪魔に感じるので、配慮をしてもらいたい。 

 

○ １２月１６日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「独占インタビュー イチ 

ロー・４０００本への道」は、イチロー選手が選手としての晩年を迎えるに当たっ 

てどういうことを語るのか、すごく楽しみにしていた。充実した内容に満足してい 

る。来年以降も取材を続けてほしい。 

 

○ １２月１８日(水)の零戦～搭乗員たちが見つめた太平洋戦争～「前編」（総合  

後10:00～10:44）を見た。実際に零戦に乗って戦場に行った人の証言はとても貴重 

である。 

染谷将太さんの服装に違和感を感じた。Ｔシャツと普通のズボン姿で、戦地だっ 

たラバウル東飛行場跡に行き、取材をしていた。多くの人が亡くなったところなの 

で配慮する必要があると思う。 

 

○ １２月１８日(水)の探検バクモン「大阪万博へタイムトリップ！ 太陽の塔スペ 

シャル」を見て、太陽の塔が生命の尊厳や進化をイメージして作られた事を初めて 

知り、価値ある遺産だと思った。何気ない場所や建物などの歴史を知ることができ、 

とてもおもしろい番組だ。 

 

○ 大河ドラマ「八重の桜」では、あまり有名でなかった新島八重という立派な人物 

を取り上げてくれて、感謝している。番組全体を通して、会津編の戦争シーンは見 

応えがあった。京都編でも福島を舞台にしたドラマという事を忘れさせない配慮が 
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あってよかった。「八重の桜」を解説した「歴史秘話ヒストリア」を見る事で、「八 

重の桜」をさらに楽しむことができた。 

 

○ 「サラメシ」と「ドキュメント７２時間」は、全く知らない普通の人からさまざ 

まな話を聞き出していて感心した。それぞれにすごい人生があり、みんな頑張って 

生きている事がよく分かる番組だ。 

 

（ＮＨＫ側） 

           東北Ｚスペシャル「センバク！」は、とても派手なビジュア     

          ル系バンドが出演していて、見ている人を笑顔にしてくれた。 

          震災の影響を受けた若者が東北を盛り上げようと頑張っていて、 

          復興支援にもつながっていると思う。 

ソチオリンピックに出場する東北出身の選手は、きめ細かく 

取材して盛り上げていきたい。来年はサッカーのワールドカッ 

プもあるので、さまざまな形でスポーツを盛り上げていきたい。 

 

   

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 

 

 



 

平成２５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、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、視聴番組のクローズアップ東北「それからの海を見つめて  

～震災二年半 海の再生は今～」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。 

 

（ 出 席 委 員 ） 

委 員 長  藤代   哲也  （(株) 七十七銀行 常務取締役） 

副委員長  鈴木  素雄  （河北新報社 編集局長） 

委   員  伊藤  一弘  （ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事） 

伊藤  洋平  （秋田清酒（株） 代表取締役社長） 

浦沢 みよこ  （（株）インターサポート 代表取締役） 

小林  好雄  （(株) まちづくり鶴岡 代表取締役社長） 

照沼 かほる   （福島大学 行政政策学類准教授） 

畑中 みゆき   （ＮＰＯ法人 Higｈ-Five 理事長） 

藤沢  清美  （(社)岩手県芸術文化協会常務理事） 

  

(主な発言) 

 

＜クローズアップ東北「それからの海を見つめて ～震災二年半 海の再生は今～」 

(総合 １０月２５日(金) 後 7:32～7:57 東北ブロック)について＞ 

 

○ 震災後に海の中がどうなっているのか分からなかったが、この番組で初めて知る 

事ができた。佐藤寛志さんというダイバーが案内人を務めていたが、地元の漁師の 

方や同じような活動をしている人々とどのように連携しているのか分からなかった。 

佐藤さんの立ち位置を説明してほしかった。 

三陸の海に昔から豊富に生えていたアマモの生命力が表れていて、とても興味深 

い内容だった。海中では、陸から流された漁具などが海洋生物の住みかとなり、震 

災によって人工物と自然が図らずも接近していた。今、陸上の震災遺構を残すかど 

うか議論されているが、海の中にも震災遺構があり、我々がそれを見て感じる事も 

必要だ。 
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○ アマモが海にとってどれだけ大切なのかということも紹介してほしかった。 

津波によって根こそぎアマモが無くなり、小魚が住めなくなった事をしっかり伝

えていた。過去の度重なる大津波に襲われて、アマモが種から再生する術を得たと

いうことを知り、アマモの種の重要性がよく分かった。養殖ホタテのいかだが海中

で巨大ながれきとなり、アマモや小魚が住みついている姿に驚かされた。 

 

○ 海の中の現状が分かってとても良かったが、登場人物の描き方が中途半端で、 

共感する事ができなかった。 

震災により海が壊滅し、その後回復してきているという事を紹介していたが、他

の場所の説明に移った事をしっかり伝えていないため、この状況を理解できないま

ま番組が進んでいった。 

番組冒頭で地図を使い津波被害を説明していたが、地名がなかったのでどこか分

からなかった。 

海の中の震災遺構を中心にして、そこから関連する話を展開しても良かったので

はないか。 

 

○ 無生物状態からの復活という点に一番注目した。震災で無生物状態になったもの 

の、生き物のネットワークにより再生を遂げていて、自然の力に圧倒された。種か 

ら再生するアマモの生命力にも感激した。 

今回の津波で流された休耕田が干潟になり、浅瀬ができたからこそ生態系の再生 

に繋がっていたが、日本全国の海岸で干潟が護岸で覆われ消滅している事をはっき 

り伝えた方が、より干潟の大切さが伝わったと思う。 

 

○ 生命に満ちあふれた三陸の海が無残な姿となったことを無念に思い、佐藤さんが 

がれき撤去の先頭に立っている姿に感銘を受けた。 

海底に堆積したがれきが海草を覆っている無残な姿を目の当たりにして、震災の 

被害の大きさを改めて感じた。大きな災害の中で、アマモが通常とは違う繁殖方法 

をとっていて、生き物の力、自然の強さを学んだ。 

流された漁具の中で藻などの生き物が育ってきていて、これを「海と漁師がつく 

り出したもの」と表現していたが、三陸の人の思いを代弁してくれた言葉だった。 

「海の生き物と人間がともに生きる三陸の海は少しずつ再生へ向かっています」と 

いうナレーションも、非常に重い大切な言葉だった。 

地域の人々との関係や、アマモの繁殖の事を掘り下げられると、さらに深みが出 

たと思う。 
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○ 「佐藤さんが初めて三陸の海と出会ったのは３２歳の時」と言っていたが、それ

が何年前かというのがよく分からなかった。震災が起きてから海と関わり始めたの

ではなく、その前から見続けているということを言いたかったのだと思うが、分か

りづらい表現だった。 

専門家の話を取り入れ、震災前後の地形を写真で比較して説明するなど、工夫さ

れていて番組全体としては見やすかった。 

ロープや浮きなどが絡まってできた漁礁を、生命を育んでいく木のようにイメー

ジして描いて、とてもドラマチックだったが、淡々とした表現だったので気になっ

た。抑揚をつけて表現した方が心に響いたと思う。 

アマモなどの海の生き物が再生しているというポジティブな面ばかりが強調され

ていて、復興が進んでいるかのように見えてしまうのではないか。順調ではない所

もあると思うので、誤解されないかと心配になった。 

 

○ 震災前はアマモの群生地だった岩手県大槌町船越湾に佐藤さんが潜ったところ、 

深いところは無生物状態だった。浅瀬に行くと１本のコンブの周りに群がるプラン 

クトンと悠々寝そべる大きなカレイが見つかり、共存共栄の世界が早くもできてい

てとても感動した。 

通常地下茎で増えるアマモが、種子から繁殖していたことに生命力を感じた。三

陸は津波の被害に繰り返し遭っているにもかかわらず、それを乗り越えて漁業の宝

庫であり続けた理由が分かった気がする。 

海中に350万トンあるがれきのうち、まだ100万トンしか回収されていない。安心

する話ばかりではなく、２年半たってもまだ復興途上にあるということを、少しで

も映すべきだと思う。 

津波の被害でいなくなった魚が他の湾から移動してきたり、アマモが種子から繁

殖する姿を映していて、被災地で再生する生き物の現状をしっかり捉えた良い番組

だった。 

 

○ 大変評価が難しい番組だった。２５分という短い時間の中に何を盛り込むべきか、

そこにやや迷いがあったような気がする。 

愛する三陸の海を自分なりの力で再生したいという佐藤さんのヒューマンストー 

リーを描くより、危機管理のＤＮＡを持っているアマモや、連携する生き物の力を 

示す科学番組とした方が番組にまとまりができたと思う。干潟が３７種類もの生物 

を育んでいたが、海の持つ自然治癒力をもう少し掘り下げてほしかった。 

自然治癒力は、復興政策にも関わってくると思う。防潮堤は景観の問題があると 

言われるが、実は陸側からの伏流水を遮断することによって海の再生を妨げるとも 
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言われている。防潮堤を建てることで磯焼けが起きて魚が捕れなくなる事を考える 

と、人がどこまで関わるべきかという議論にまで発展していく。もう少し海の生物

を科学的に検証して欲しかった。 

 

○ 非常時に地下茎でない種で繁殖していくアマモや、魚礁となっているがれきの塔、 

新しい生態系が形成された干潟などを見て、番組が進むにつれて、自然の回復力の 

強さを伝えたかった番組だということが分かってきた。当初は、番組冒頭で紹介し 

た佐藤さんの所属する三陸ボランティアダイバーズの物語かと思った。２５分でま 

とめるのは難しい多岐にわたる内容だった。 

 

○ 今、子どもたちが海に対して興味を持っていない。津波の被害に遭い、子どもた 

ちは海を怖がっている。親も、津波の被害に遭った沿岸に子どもたちを連れて行き、 

海の生態がどうなっているか知ろうとしない。私たち人間が海から恩恵を受けてい 

て、自然環境が大切である事を伝える番組があると、子どもも海に興味を持ってく 

れると思う。 

 

（ＮＨＫ側）     

           震災の前の佐藤さんはダイバーとして活動していて、地元の 

漁師との関わりはほとんど無かった。震災後、がれきを取り除 

く活動をする中で、船を出してくれる漁師と関わりができ、海 

と関わって生きている人たちが、どういう思いで海と共に暮ら 

しているのか知るようになり、ますます海への思いが強くなっ 

たようだ。そのような佐藤さんの思いを描ききれていなかった 

ことで、全体的に番組が浅くなってしまった。 

 自然の治癒力を人間の行為がどこまで阻害するのか知りたっ 

 たが、防潮堤による影響ははっきりしていないため、根拠を持 

って示す事はできなかった。 

 震災で休耕田が干潟になった小友浦は、元は干潟で戦後に埋 

め立てて田んぼにしたが、塩害で米が作れず放置された。そこ 

に津波が来て、昔の形に戻った。当時は、埋め立てて米を作ら 

ないと生活ができないという事情があった。環境が大事と思っ 

ているものの、そこで暮らす人は自分たちの暮らしも考え、苦 

渋の決断をしていた。 

 

 



4 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １０月１８日(金)の震災ドキュメント「無人の町の“じじい部隊”～福島・大熊 

町 駐在員６人の苦闘～」（総合 後7:30～7:55 東北ﾌﾞﾛｯｸ）は、行政のＯＢの人 

たちががんになる事を恐れず、防護服を着て町のために活動していて、感謝の気持 

ちで胸がいっぱいになった。ふるさとに戻るために、除染活動をどのように行って 

いくのだろうかと、この先の事を見たくなった番組だった。 

 

○ １１月１日(金)の「おばんですいわて」で高等学校の郷土芸能発表会の告知をし 

たことで、1,000人を超える観客が集まった。高校生のやる気につながり、いい演技 

になったと思う。各地の催し物を放送で紹介してもらいたい。 

 

○ １１月２日(水)のＮＨＫスペシャル「東北楽天 被災地に誓った初優勝」（総合  

後10:00～10:49）と１１月４日(月)の「東北楽天 被災地に誓った初優勝」（総合 

後10:00～11:10 東北ﾌﾞﾛｯｸ）は震災からの２年半を追っていて、長い間よく取材し 

ていたと思う。０対２６で負けた頃からの事を考えると、今回の東北楽天ゴールデ 

ンイーグルスの日本シリーズ優勝はとても感慨深く、番組に見入ってしまった。た 

だ、選手の人間模様だけではなく、もう少しファンとの絡みを描いた方が良かった。 

女性や幅広い年齢層の楽天ファンを取り上げることで、みんなに愛されている市民 

球団としてのイメージがさらに深まったと思う。 

 

○ 東北楽天ゴールデンイーグルスが優勝した夜に放送した１１月４日(月)の「見せ 

た！東北の“底力”祝日本一 楽天イーグルス」(総合 前0:05～1:10 東北ﾌﾞﾛｯｸ） 

を見た。豊原謙二郎アナウンサーが選手の心情にまで踏み込んでインタビューして 

いて、他局の特番とは違い、好感の持てる内容だった。 

 

○ １１月４日(月)の「東北楽天 被災地に誓った初優勝」を見た。舞台裏や選手の 

考えに迫る番組となっていて、視聴者の期待に応えていた。日本シリーズ第７戦の 

試合前に嶋基宏選手がマウンド付近で空を見て叫ぶシーンがあったが、試合前のプ 

レッシャーを吐露する瞬間を捉えていて、細部にこだわる良い番組だった。 

 

○ １１月１５日(金)のクローズアップ東北「英語の授業は英語で～新指導要領の波 

紋～」では、英語の授業は英語で行うという新指導要領の壁を教師たちが突破しよ 

うとしていて、教師の連携が解決への糸口である事が描かれていた。最大のハード 

ルが受験制度だという事がよく分かった。 
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○ １１月１５日(金)の東北Ｚ ＴＯＨＯＫＵメンコイらぼ「愛が紡いだ 東北の 

布」で、おばあちゃんが孫に「しな織」を教えているシーンがとても印象的だった。

伝統工芸を教える事がおばあちゃんの生きがいになり、孫から尊敬されたら励みに 

もなると思う。地域に残る伝統を取り上げてくれることは、とてもありがたい。東 

北の人でも東北各地の取り組みや価値のある物を知らないことが多いと思うので、

東北の価値を知る事ができる番組を作ってもらいたい。 

 

○ 東北Ｚ ＴＯＨＯＫＵメンコイらぼ「愛が紡いだ 東北の布」は、東北の地場産 

品を若い女性たちの視点から再評価しているのがおもしろかった。このような見せ 

方をすることで、東北の伝統産業の良さを再発見する事ができると思う。 

 

○ ９月２７日(金)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災シリーズ「津波から命を守れ 

～浸水域に暮らす人々～」（総合 後10:10～10:59）は、高齢者などの動けない人の 

命をどうやって守るのか、南海トラフ地震等の対応も含めて日本全体の問題につな 

がる大切なテーマを取り上げていた。 

 

○ １０月２４日(木)の東北発☆未来塾「地方自治のチカラ 震災の教訓をいかした 

まちづくりとは？」は、シリーズの最終回という事もあり、塾生の感想などをまと 

めていておもしろかった。津波が来たら桜の木より上に逃げろという未来への警鐘 

を込めて、津波の到達ラインに桜を植えている活動に感動した。 

 

○ １０月２５日(金)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「逆境からの再出発～高齢者 

を支える医師たちの挑戦～」（総合 後10:00～10:49）は、医療問題があった地域が 

津波で病院を奪われて、結果として超高齢化社会における医療のモデルケースにな 

ったということを伝えていた。皮肉な事でとてもやりきれない気持ちになった。医 

師や被災地に勉強に来ていた若い研修医を応援したい。 

 

○ ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「逆境からの再出発」を見た。鎌田靖キャスター 

が言うとおり、被災地では一回リセットされた医療ネットワークを再構築していか 

なければならず、医師の健闘を期待したい。総合病院で先端医療を行っていた医師 

が、被災地に移り活動するうちに医師として自信をつけていく様子が、とても興味 

深かった。地域づくりと医療が密接に関連しているという事も分かった。 

 

○ １０月３１日(木)の東北発☆未来塾 特別編「まちづくり はじめの一歩 公開 
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復興サポート明日へｉｎ石巻」で、良い所を伸ばして悪い所を直すのが街作りの基 

本という簡単で明快な考えでワークショップを行っていた。出発点としては良いが、 

それだけでは街作りは進まない。住民のニーズをどのように街作りに生かすのか、 

具体的な取り組みを見たかった。 

 

○ １１月３日(日)の福島をずっと見ているＴＶ ｖｏｌ．３０「お金ではできない 

“賠償”も～東電社員・模索の日々～」を見て、東京電力の社員であることの苦し 

さが伝わってきて、苦しくなった。福島から北海道に避難した対馬守さんと東電社   

員とのやり取りはとても辛かった。やり場のない気持ちがお互いにあり、感情では 

解決できない問題だと思う。 

 

○ １１月１６日(土)の目撃！日本列島「復興の槌（つち）音 聞こえる浜で～震災 

行方不明者捜索の今～」では、亡くなった息子の手がかりを捜すために100回以上同 

じ場所に通い、砂を指でさらってすくい上げている若いお父さんの姿に心を打たれ 

た。時間の経過と復興の進展が、大事な人の記憶を消していくような感じがして、

とても印象に残った。 

 

○ １０月２０日(日)のＮＨＫスペシャル 病の起源 第３集「うつ病～防衛本能が 

もたらす宿命～」は、私たちが大切にしている平等という考えでうつ病を予防でき 

るという事で、うつ病が治るかもしれないと前向きにさせられる番組だった。 

 

○ １０月２１日(月)のクローズアップ現代「わが町を身の丈に～人口減少時代の都 

市再編～」を見て、私たちが携わる被災地の街作りでも、人口減少を前提とした都 

市の集約化を官民一体となって考えていかなくてはならないと思った。 

 

○ １０月２２日(火)の「地方発ドキュメンタリー いま、“百姓”を彫る」を見た。 

減反政策やＴＰＰ(環太平洋パートナーシップ協定)に対する怒りを源に百姓の像を 

彫り、怒りを彫刻にぶつけているところが人間性にあふれていておもしろかった。 

皆川嘉左ヱ門さんは、日展に何度も入選するほどの彫刻の腕があるのに、番組では 

その事を伝えていなかった点が残念だった。 

 

○ １１月７日(木)のクローズアップ現代「動きだした水銀規制～水俣の教訓をどう 

生かす～」を見て、経済を発展させていく上で水銀が必要かもしれないが、日本の 

水俣病を教訓に、水銀の恐ろしさを発展途上国に伝えていくべきだと思った。 
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○ １１月９日(土)のアスリートの魂「日本一への３４１９球 楽天 田中将大」 

（ＢＳ１ 前0:00～0:44）では、田中将大選手が今年3,419球も投げたという事実に 

圧倒された。登板前の独特な調整法や練習後のマウンド整備の様子からは、極めて 

デリケートな神経の持ち主だという事がよく表れていて、ひとつひとつの映像が極 

めて意味を持っていた。 

 

○ １１月１０日(日)の８０年代の逆襲「宮沢章夫の戦後ニッポンカルチャー論」 

（総合 前0:00～0:44）で、８０年代に焦点を当てていて、懐かしく感じた。音楽の 

価値観の変化に関しても楽しく解説していた。風間俊介さんが、８０年代について 

「みんなが格好よくなろうとしてたっていうのは、やっぱりかっこいい」と言って 

いたが、まさにそのとおりだと思った。格好よくなるにはどうしたらいいか考えれ 

ば、今の時代もすごく楽しい時代になると教えてくれたおもしろい番組だった。 

 

○ １１月１０日(日)のＮＨＫスペシャル「日本人船長（コマンダー） 宇宙へ～若 

田光一の挑戦～」は、厳しい訓練やチームを統率する大変さがよく分かった。航空 

機を操縦する訓練は映画「トップガン」のようで、とても興味深かかった。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「日本人船長（コマンダー） 宇宙へ」を見た。若田さんの能 

力に加え、宇宙実験棟「きぼう」を作った日本の貢献も評価され、若田さんが船長 

に選ばれたという事を初めて知った。長期間の取材で、興味深い番組になっていた。 

 

○ １１月１７日(日)のＮＨＫスペシャル「成長か、死か～ユニクロ ４０億人市場 

への賭け～」は、ユニクロという日本を代表する企業の独自性も含めて考えさせら 

れるところが多く、とても興味深い番組だった。バングラデシュで新規開店した店 

舗では、伝統服を着る習慣が残っているのにもかかわらず、いきなりカジュアルな 

服を持ち込もうとして地域に受け入れられず、市場調査をしたのかと疑問に思った。 

単に売り上げを伸ばすために、市場として最貧国を狙っても成功しないのではない 

か。日本を代表する企業として、その国の生活文化の向上に役立とうという気持ち 

が必要だと思う。一方で、柳井正社長が世界に通用する人材を育成しようとしてい 

るところも見られ、さすが世界に向けて展開している企業だと感心した。ユニクロ 

の長所短所の両方を見る事ができて、おもしろい番組だった。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「成長か、死か」では、ユニクロが成長するために必死になっ 

て模索していて、固定観念を持たず時代に沿ってとにかく行動を起こすという考え 

方が参考になった。 
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○ ＮＨＫスペシャル「成長か、死か」は、「成長か、死か」という題名だったが、柳 

井社長は取材の中で「変革か、死か」と言っているので、それをそのまま題名にし 

た方が良かったと思う。成長というよりも、変わっていくことが常に求められてい 

るユニクロの変革の速さが際立っていた。労働者の使い捨てと世間から言われるこ 

とを、柳井社長に正面から聞いていたことは、取材者の考えが表れていて良かった。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「成長か、死か」では、ユニクロ社員が苦悩し失敗をさらけだ  

す場面は、企業の内幕を見せる意外さを感じ、興味深かった。成長戦略を語ってい 

るところばかりが報道されている柳井社長だが、現場に対する細やかな目配りが分 

かる取材をしていて、すばらしかった。 

 

○ １１月１８日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「宮崎駿 引退宣言・知ら 

れざる物語」は、７年も長期密着取材したのだから、もっと昔の映像なども織りま 

ぜて総集編にしてもらいたかった。 

 

○ １１月２０日(水)のあさイチ「女のカネ 消費税アップに備える 実践！上手な 

家計術」は、浅い内容だった。視聴者からの厳しい意見もあったので、それを踏ま 

えて充実した特集をもう一度組んでほしい。 

 

○ ドラマ１０「ガラスの家」を最終回まで見たが、音楽の使い方が古いと感じだ。 

演出と相まって昼ドラのようで、残念だった。斎藤工さんの魅力も引き出せていな 

かった。 

 

○ 土曜ドラマ「実験刑事トトリ２」とプレミアムドラマ「ハードナッツ！～数学ｇ 

ｉｒｌの恋する事件簿～」はともに数学や物理学のような論理的思考を展開する刑 

事推理ドラマであり、地上波とＢＳという違いはあるが、同時期に編成するより、 

時期が分けた方が良かったのではないか。 

 

○ 「亀田音楽専門学校」を楽しく見ている。亀田誠治さんと小野文惠アナウンサー 

の人選がすばらしい。亀田さんの人柄のよさがにじみ出ていて、いい先生役だと思 

う。小野アナウンサーの視聴者目線のコメントにいつも感心している。 

 

○ ＢＳで会津木綿やこぎん刺し、馬具の津軽塗など、東北の物作りを伝える番組が 

多かった。伝統工芸に一工夫を施していて、発信力がある番組になっていた。手作 
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りの物を、直しながらいつまでも使っていく事の大切さを、番組を通して子どもた 

ちに伝えていってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

           東北Ｚ ＴＯＨＯＫＵメンコイらぼ「愛が紡いだ 東北の 

布」に頂いた意見の通り、東北には本当に良い物がたくさんあ 

るので、見せ方を工夫して全国に紹介していきたい。それが東 

北地方のＮＨＫが担う役割だと思う。 

震災関連についても、引き続き福島の除染の問題や原発事故、 

震災復興について取り上げていく。１２月１８日(水)には、 

仙台局が制作する特集ドラマ「かつお」（総合 後7:30～8:43） 

を全国放送する。良い番組になるよう努めるので、是非ご覧い 

ただきたい。 

 

   

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 

 

 



 

平成２５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、１７日(木）、ＮＨＫ仙台放送局におい

て６人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、視聴番組の東北Ｚ「あまちゃんの舞台 三陸鉄道をゆく」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。 

 

（ 出 席 委 員 ） 

委 員 長  藤代   哲也  （(株) 七十七銀行 常務取締役） 

副委員長  鈴木  素雄  （河北新報社 編集局長） 

委  員   浦沢 みよこ  （（株）インターサポート 代表取締役） 

照沼 かほる   （福島大学 行政政策学類准教授） 

畑中 みゆき   （ＮＰＯ法人 Higｈ-Five 理事長） 

藤沢  清美  （(社)岩手県芸術文化協会常務理事） 

  

(主な発言) 

 

＜東北Ｚ「あまちゃんの舞台 三陸鉄道をゆく」(１０月１１日(金) 総合 後8:00～ 

8:43 東北ブロック)について＞ 

 

○ 岩手県の三陸海岸を走る三陸鉄道を紹介した番組だが、連続テレビ小説「あまち

ゃん」と同様に、アニメーションによる説明があり、分かりやすかった。季節ごと

の景色がすばらしく、とても印象的な映像だった。 

わかめ料理のひあえを紹介していて、とてもおいしそうだった。料理法の説明も

分かりやすく、自分で作ってみたいと思った。 

 大船渡市の盛駅が、連続テレビ小説「あまちゃん」に出てくる喫茶リアスのよう 

に地域の人々の集会所になっていて、このような駅の使い方もあるのかと感心した。 

野田村野田地区の米田ユキ子さんが話していたやませについて、海からガスがか 

かってくる映像から寒さが伝わってきた。また、言葉の端々から、地元を愛する気 

持ちがしみじみと伝わってきた。 

過去には明治２９年、昭和８年の津波もあり、今回の番組を通して、三陸地方に 

は必ず津波が来るのだということを改めて知ることができた。 

三陸鉄道を開通させて、復興のシンボルにしようと奮闘する熊谷正吾さんのあき 

らめない心意気に感動した。私たちもあきらめないで、復興にこれからも携わって 
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いきたいと思った。 

 

○ 宮本信子さんのナレーションがとてもよかった。「春夏秋と見つめます」というナ 

レーションで、「あまちゃん」の春子、夏、アキを連想させていた。わかめを湯がく 

女の子はアキのようで、夏や忠兵衛のような人も出てきて、連続テレビ小説「あま 

ちゃん」との重ね合わせがあまちゃんファンとしては楽しかった。 

 北三陸を舞台にした番組はこれまでたくさんあったが、「あまちゃん」にこれほど 

リンクさせた番組はなかったのではないか。あまちゃんブームで北三陸を観光した 

人がたくさんいるが、実際に行った人は番組を見て懐かしさを感じただろうし、行 

けなかった人は、三陸に行ったような気分になれると思う。あまちゃんを見ていた 

人に向けた番組という印象を受けた。「あまちゃん」ファンにとってはうれしい番組 

だった。 

「あまちゃん」はドラマなので、次々と事件が起きて展開が早くせわしなかった 

が、この番組が描く、三陸の実際の時間の流れは緩やかで心地良かった。 

他の地域の人々にも見てもらいたい番組だった。「あまちゃん」関連の番組とし 

ても関心があるのではないだろうか。 

 

○  被災地を前面に押し出してはいないものの、被災地の現状をしっかり描いており、 

東北だけではなくて全国の人々に見てもらいたい番組だ。「あまちゃん」人気もあり 

興味を持ってもらえるだろう。 

風景がきれいで色が印象に残った。カラスや花などをクローズアップした場面展 

開もいい形で使われていた。 

明治、昭和、平成の大津波があり、三陸に住むことは大変なことだと思っていた。 

大船渡の綾里駅近くに住む熊谷正吾さんが、昭和の大津波の時に子どもが亡くなっ 

た話をしていたが、三陸の人たちはこうした話を次の世代に語り継いでいくのだろ 

う。米田さんがやませに負けまいと頑張っていたが、負けないように生きるのはと 

ても大変なことであり、語っていた言葉がとても心に響いた。 

三陸のみなさんが語る言葉や風景がすばらしく、寄り添いたくなるようなすてき 

な番組だった。 

 

○ 三陸鉄道が明治三陸地震を機に構想されたということを初めて知った。熊谷さん 

が、昭和三陸地震で友達４人が亡くなったと淡々と語っていたのがとても印象的で、 

胸が熱くなった。 

悲願の三陸鉄道が第三セクターに至るまでのことをもう少し説明して欲しかった。 

  三陸鉄道が高校生や弱者である高齢者の足として大きな役割を担っていることが
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よくわかった。沿線に寄り添うように暮らす人々の姿を春、夏、秋と取材し、三陸 

鉄道の役割を伝えていた。走行している列車の撮り方がとてもよく、宮本信子さん

の情緒あるナレーションが番組全体を盛り上げていた。 

 

○ 番組は４月３日の話から始まっているが、この時点ですでにあまちゃんブームを 

予想していたのかと不思議に思った。あまちゃん人気が増すにつれて、「あまちゃ 

ん」ブームに負けないように、期待に応える番組をつくろうと工夫したのではない 

か。 

震災の映像がほとんど使われていない。がれきの山や避難所の映像はたくさんあ 

ったはずだが、それをあえて使わなかったのはなぜか。連続テレビ小説「あまちゃ

ん」ではジオラマを使って震災の悲惨さをうまく表現していたが、それに影響され 

たのか。 

ひあえや、やませ、松あかしなど、それぞれ沿線の風習をうまく取り上げていた。

季節感と土地の風土を番組の中にうまく織り込んでいて、とても懐かしく感じられ

た。日常の風景を淡々と描くことで、人々と鉄道との関わりがよく伝わってくる番

組だった。久しぶりに三陸鉄道開業の映像を見て、東北の過疎地の人たちが鉄道に

乗せた熱い思いを改めて思い起こした。 

畑の脇を三陸鉄道が走る中、米田さんが「野田っていいなと思って、何十年生活

してきて７０･･･うん年」と小声で言う光景は、派手なシーンではないが、とても感

動した。 

上空から撮るカメラワークがすばらしかった。稲穂やウニ漁のシーンが特に印象

的で、映像に開放感を醸し出す役割を果たしていたと思う。 

 

○ 連続テレビ小説「あまちゃん」の放送が終わり、“あまちゃんロス症候群”と言わ 

れる中、ちょうどいいタイミングでの放送で癒やされた。宮本信子さんの語りとイ 

ラストで、「あまちゃん」を思い出した。三陸鉄道の歴史や、過去の津波による被害 

など、あまちゃんの背景となった地域の事がよくわかった。 

春から実りの秋への時間的な経過とともに、リアス線を北上していく内容だった 

ため、三鉄に乗って一緒に旅をしているように感じられ、とても心地良かった。ま 

た、震災の傷跡を重く描いておらず、被災地への配慮が感じられた。 

うに漁師の木川田平三郎さんの「それ（カメラを）カットしてスプーンで味みろ、 

違うから」という言葉が心に残った。人に対する優しさや、地元への自信が、東北 

の良さを表していた。 

 

○ 震災以来ストップしていた三陸鉄道リアス線が部分的に開通し始め、「あまちゃ 
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ん」ワールドのパワーを感じさせるドキュメンタリーだった。夏ばっぱ役で出演し 

ていた宮本信子さんのナレーションが良かった。地元に残る老若男女の生き生きと 

した姿を前面に描いており、過去の出来事は変えられないが、考え方や行動のしか 

たで未来は変えられることを暗示していた。くよくよしてもしかたがないという被 

災地の強さを感じた。 

震災後、地元のたまり場になった駅舎、沿線の村々に生きる家族、ひたすら不便 

さに耐えながらも故郷を愛し抜こうとする人々。そこに鉄道が走ることで地域に血 

が通う。地方鉄道が次々と姿を消す中で、コミュニティ鉄道という古くて新しいス 

タイルは絶対に守るべきと思う。 

これまで何度も壊滅的な大津波に襲われた教訓を生かして無事だった村もあり、

自然と謙虚に向き合いつつも、決してあきらめず、照る日も、曇る日も甘んじて受

け入れることが東北人の強さなのかもしれない。全体的に明るく元気な番組構成は

とても好感が持てた。 

 

（ＮＨＫ側） 

           この番組は、三陸鉄道が来年４月に全線開通するまでの１年 

を追うという、年間の企画番組として取り組んでいた。当初は 

ほとんど意識していなかったが、気がつくと「あまちゃん」の 

人気が出てきて、「あまちゃん」の余韻が残っているうちに番 

組を放送しようということになり、急きょ完成させた。 

当初は「あまちゃん」と全く絡めず制作しようと思ったので、 

「あまちゃん」を想定せず取材していた。「あまちゃん」と絡 

めて制作することになり、宮藤官九郎さんのまいた“種”をう 

まく使いながら番組作りを進めた。 

東日本大震災からまだ３年もたっていないので、今の東北の 

人々の暮らしを描きたいと思った。取材を進める中で、三陸で 

長く自然と一緒に暮らしてきた人々にとって、今回の津波も一 

つの点であると実感することがあった。このため、震災を振り 

返る映像がなくても、今三陸の人たちがどう思っているか分か 

れば、震災の事が十分伝わるのではないかと考えた。 

上空からはラジコンヘリで撮影した。安定した飛行ができ、 

搭載カメラも地上から操作できるため、狙った映像を撮ること 

ができた。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○ ９月２０日(金)の東北Ｚ「希望の音色 ふたたび ～第５回仙台国際音楽コンク 

ール～」では、コンクール出場者が仙台を訪れ、ボランティアの家にホームステイ 

することで国際交流しており、すばらしいことだと思った。予選からの勝ち上がり 

方をテロップを使って丁寧に紹介しており、音楽に疎い人にも分かりやすかったの 

ではないか。 

 コンクール出場者のホームステイ先で撮っている映像が揺れていて、とても見に 

くかった。ピントのあわせ方も甘かったのが残念だった。 

 震災の後に、これまでの国際コンクール出場者からお見舞いの連絡が来ていたり、 

コンクール出場者が中学校に行ってミニコンサートも開くなど、心が温まるエピソ 

ードが紹介されていた。津波で被害を受けた夫婦と出場者との間に絆が生まれてお 

り、本当に良かったと思う。 

 

○ １０月４日(金)の震災ドキュメント「ひとつ屋根の下で～震災遺児と伯父の日々 

～」（総合 後7:30～7:55 東北ﾌﾞﾛｯｸ）は、親が震災で亡くなり、伯父に引き取られ 

た子供との暮らしを追っていた。彼らが温かい目で見守られていて、とても微笑ま 

しい番組だった。 

 

○ １０月４日(金)の東北Ｚ「ふるさとの記憶～岩手県陸前高田市～」では、５月１ 

０日(金)のシリーズいわて「ふるさとの記憶～第２回 宮古市田老地区～」（盛岡 

単)に比べてワークショップに訪れる住民の方々の表情が明るくなり、街の再生に向 

けて夢を持っていた。明るく笑いながら「ここで友達が何人も亡くなった。ここに 

来ると一緒にいられる気分になる。」と言っていて、心情の変化が感じられた。高田 

松原を再生しようと、流された高田の松ぼっくりから松を育てており、前向きな姿 

勢に元気づけられた。 

 

○ １０月１０日(木)の「てれまさむね」を見て、ビリヤードの世界選手権の代表が 

仙台にいるということを初めて知った。世界選手権でのボールテクニックや戦略を 

図で説明していて、ビリヤードに詳しくない人でも理解できたのではないか。 

 

○ １０月１１日(金)のあっぷるワイドＰｌｕｓ「めざせ！平均寿命ワースト脱出」 

（総合 後 8:00～8:43 青森県域）では、努力の末、短命県から長寿県第 1 位となっ 

た長野に学ぼうと本気で取り組み始めていることが分かった。平均寿命ワーストと 

いう現実は悲しいが、日常生活の改善に覚悟を持って取り組むことが必要であり、 
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青森県民のためにさらに警告を高めた番組を続けてほしい。 

 

○ １０月２日(水)のＮＨＫスペシャル「東北楽天 被災地に誓った初優勝」（総合 後 

10:00～10:49）は、東北楽天ゴールデンイーグルスがリーグ優勝してからスピーデ 

ィーに放送され、とてもタイムリーで良かった。遠征先のホテルにいる星野仙一監 

督や、舞台裏の選手の表情など、あまり作り込まずにスピード感のある内容だった。 

クライマックスシリーズや日本シリーズもあるので、次の番組の制作を期待してい 

る。 

 

○ １０月３日(木)の東北発☆未来塾「地方自治のチカラゼロからの出発！陸前高 

田市の“戦略”とは？」は、陸前高田市長の戸羽太さんが先生役だったので、陸前

高田の現在を知る上でとても良い番組だと思った。一方で、塾生たちの発言が少な

く、番組での役割が分からなかった。塾生との会話を取り上げ、塾生たちがどう思 

ったのか伝える事によって、もっと深みが出たのではないか。 

 

○ １０月７日(月)のＮＨＫスペシャル「原発テロ～日本が直面する新たなリスク～」

（総合 後10:00～10:49）は取材に苦労したと思う。アメリカの原発管理の徹底ぶり 

に驚いた。原発の従業員の犯罪歴や借金、思想傾向まで調べていて、原発は超管理 

社会でしか運転してはならないと思った。原発テロ対策にとっては、「公開」が足か

せになるというニュアンスを番組から感じたが、そうではないと思う。 

 

○ １０月１３日(日)の明日へ－支えあおう－「それでも 気仙沼で生きる～フィリ 

ピン人女性たちの再出発～」は、新たな視点で震災を描いた番組だった。故郷のフ

ィリピンに親や兄弟がいながら、自分の家族や仲間がいる宮城県気仙沼市で明るく

生きようとしている姿に感動した。三宅民夫アナウンサーの「彼女たちの気配りと 

明るさ」という話のとおりの印象を受けた。 

 

○ ９月２１日(土)のＮＨＫスペシャル 神の数式 第１回「この世は何からできて 

いるのか～天才たちの１００年の苦闘～」（総合 後9:00～9:58）と、９月２２日 

(日)のＮＨＫスペシャル神の数式 第２回「宇宙はなぜ生まれたのか～最後の難問 

に挑む天才たち～」（総合 後9:00～9:58）は、ヒッグス粒子も含めた素粒子とその 

数式など極めて難しい内容だったが、ＣＧや例え話を使って説明していて、理解で 

きたかのような感覚になった。ＮＨＫならではの番組で、今後も期待している。 

 

○ ９月２３日(月)のＡＢＵロボコン ベトナムダナン大会「日本代表 世界一へ 
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の道」（総合 後2:00～3:00）は、金沢工業大学が日本代表として８年ぶりの世界一 

になりとても感動したが、アナウンサーをタレント扱いしたり、ナレーションが大 

げさだったりした点が気になった。金沢工業大学の１人の選手だけを取り上げてい 

て、他の人の話がないところも中途半端だった。情熱ある人たちを淡々と描くだけ 

で十分であり、もっと素直に大会を見せてほしかった。 

 

○ ９月２４日(火)から９月２７日(金)の「ＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ  

ネット社会」は、ネット社会が進む欧米での最新の動きを伝えていた。ネット社会 

の未来の予想や、グーグル社の思惑、著作権の課題、ネットを介しての出会いなど、 

非常に興味深く見た。ネットにまつわる問題が多発する中で、タイムリーな放送だ 

った。 

 

○ ９月２９日(日)のＮＨＫスペシャル「マネー氾濫～世界経済に異変～」では、リ 

ーマンショック後に行ったアメリカの量的緩和に伴う影響を、多面的に解説してい 

た。次期ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）議長であり、初の女性議長となるジャネッ 

トイエレンさんが指名されるタイミングの放送で、とても興味深く見た。 

 

○ １０月６日(日)のプレミアムドラマ「大島渚の帰る家～妻小山明子との５３年 

～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後10:00～10:59）では、大島さんの闘病に寄り添った妻の小山明 

子さんの思いが表現されていた。小山さんのインタビューの中で、大島さんの闘病 

中の葛藤を語る場面だけカメラが揺れていたが、感情移入してカメラマンの手が震 

えたのだろう。ドキュメンタリーらしさが出ていてとても良かった。 

 亡くなられた方のドラマは人によっては難しいと思うが、芸事に没頭していた人 

の生き方をドラマで再構成するという番組はとても良いので、今後もぜひ続けてほ 

しい。 

 

○ １０月９日(水)のあさイチ「いじめ 誰が子どもを守れるのか」では、視聴者か

ら「いじめについてテレビで取り上げないでください。テレビでいじめを取り上げ

ると必ずまねする子どもがいる」という意見があった。いろいろな番組でいじめを

特集しているが、取り上げ方が難しく、どうアプローチするか今後問われてくるだ

ろう。メディアの影響力はとても大きいので、一層意識してもらいたい。 

 

○ １０月９日(水)のハートネットＴＶ「おかえり～非行に走る子供たちの居場所 

～」を見て、非行の少年少女を助ける中本忠子さんに感動した。とても冷静で、慈 

愛に満ちた言葉遣いをしていて、すばらしい方だった。空腹が非行の原因になる 



7 

 

と考え、子どもたちを自宅に招いて食べさせていたが、食べているとみんなよい表 

情になっていた。少年院を出た少年が、姉の家で和やかに食事をするシーンで番組 

が終わっており、安心させられた。 

 

○ １０月１０日(水)の地球イチバン「世界最大の馬のレース モンゴル」では、遊 

牧民の子どもが世界最大の馬のレースであるモンゴルの全国大会に至るまでの葛藤 

が描かれていた。素人の１１歳の子供ポンツカ君が地方大会に出て７７頭のうち７ 

４位になり、「僕、３頭抜いたよ」と言ったところが悠々としていて爽やかだった。 

大草原の中で馬頭琴の奏でる音楽をバックにしたとても良い番組だった。 

 

○ １０月１３日(日)の鶴瓶の家族に乾杯（再）「藤井フミヤ 香川県三豊市」（前

後編）（総合 後4:00～5:26）で藤井フミヤさんと笑福亭鶴瓶さんの２人が最後に

泣いていた。「何で涙が出てるの！？何の涙かわからないが泣いてしまう。」と言っ

ていて、私も泣けてきた。人の優しさが表れたすばらしい番組だと思う。 

 

○ １０月１４日(月)のＮＨＫスペシャル（再）「足元の小宇宙～生命を見つめる植物 

写真家～」（総合 後2:00～2:49）では、植物の躍動感あふれる瞬間を捉えていた。 

つくしときのこが胞子を噴出する映像は、自分の目では決して見られない瞬間であ 

り、感動した。葉から水滴が出ていく様子を１年通して撮影し、映像化するなど、 

カメラを介して植物の命を表現するすばらしい番組だった。 

 

○ １０月１４日(月)のにっぽん紀行「青空土俵とカミナリ親父～東京葛飾～」（総 

合 後 7:30～7:55）は、珠玉のドキュメンタリーだと思う。路上で悪さをする見知 

らぬ子どもに対して鬼のような口調で叱っていて、日本中にこんなカミナリ親父が 

増えてくればもっと優しい国になるのではないかと思った。叱る理由に筋が通って 

いて、叱られる方も理由がよくわかる。体罰でも言葉の暴力でもない、こうした叱 

られ方をされたら文句もないと思う。自分に都合のいい理屈で逃げ道を作りたがる 

教育者がいる中で、教育や道徳の根底にあるものを教えてくれていた番組だった。 

 

○ ドラマ１０「ガラスの家」を見ている。作者の大石静さんが１０月１１日(金)の 

「あさイチ」のプレミアムトークに出演していて、制作意図などを語ってくれたた 

め、ドラマをより深く味わう事ができるようになった。 

 

○ 連続テレビ小説「ごちそうさん」は、普通の「連続テレビ小説」に戻ったという

印象を受ける。少女漫画のような演出で、家族で楽しみながら見ており、今後も期



8 

 

待している。 

 

○ 「クローズアップ現代」をいつも楽しみにしており、見逃した場合でも深夜の再

放送を見ている。予定していたものを変更して、タイムリーな話題を取り上げるこ

ともあり、フットワークが軽いと思う。引き続きタイムリーな話題をお願いしたい。 

 

○ 「ファミリーヒストリー」のファンであり、１０月から放送が再開したので楽し

く見ている。一人ひとりの人間が生きているということが奇跡のように思えて感動

した。今後も楽しみにしている。 

 

（ＮＨＫ側） 

           きょうからプロ野球パリーグのクライマックスシリーズが 

始まるため、今後地域の皆さんの盛り上がりを踏まえて、タイ 

ムリーに放送していく。 

きょうの「クローズアップ現代」では、伊豆大島の台風被害 

に関する番組をタイムリーに放送する。東北地方は、マルチ編 

成を活用し、メインチャンネルでプロ野球楽天戦を、「クローズ 

アップ現代」をサブチャンネルで放送する。マルチ編成により 

野球を最後まで放送できるという利点があるため、今後も機動 

的に使っていきたい。 

きのうの台風について、仙台放送局では朝からずっとスクロ 

ールスーパーで交通情報などを伝えていたが、民放も同様の対 

応をしていた。日本の放送はＮＨＫと民放の二元体制であり、 

地域の防災のために競い合うような形で共に取り組んでいきた 

い。 

   

 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 

 

 



 

平成２５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、１９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２５年度後半期の国内放送番組の編成」について説明があり、

「平成２６年度の番組改定」について意見の交換を行った。引き続き、「ハイブリッド

キャスト（放送・通信連携サービス）」について説明があった。 

続いて、視聴番組の東北Ｚ「明日に向かって駆ける～父と娘の“相馬野馬追”」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。 

 

（ 出 席 委 員 ） 

委 員 長  藤代   哲也  （(株) 七十七銀行 常務取締役） 

副委員長  鈴木  素雄  （河北新報社 編集局長） 

委員      伊藤  一弘  （ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事） 

浦沢 みよこ  （（株）インターサポート 代表取締役） 

小林  好雄  （(株) まちづくり鶴岡 代表取締役社長） 

照沼 かほる   （福島大学 行政政策学類准教授） 

畑中 みゆき   （ＮＰＯ法人 Higｈ-Five 理事長） 

藤沢  清美  （(社)岩手県芸術文化協会常務理事） 

向田   吉広  （東北電力（株） 常務取締役） 

  

(主な発言) 

 

＜平成２６年度の番組改定について＞ 

 

○ 連続テレビ小説「あまちゃん」の続編を放送してもらいたい。 

 

○ 東北人はどちらかというと今まで東京に行けば東北弁を隠していたが、連続テレ 

ビ小説「あまちゃん」、大河ドラマ「八重の桜」で東北弁が使われており、さらけ出 

してしゃべってもいいのだと勇気づけられた。来年度はこういった方言の特集を考 

えていただきたい。東北だけではなく、九州や四国など各地の方言も取り上げても 

らいたい。 

 

＜東北Ｚ「明日に向かって駆ける～父と娘の“相馬野馬追”」について＞ 
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○  震災で母親を亡くした娘を育てる父親が福島県の相馬野馬追を通じて成長させて 

いこうという物語で、特に母親のお墓の前に行くシーンは、涙があふれてきた。父 

親は、妻が亡くなり深い悲しみがあったと思うが、それを糧にして一生懸命歩もう 

としており、娘に対してやり遂げる喜びを伝えようとしているところが非常に良か 

った。「あいた穴は埋められない」という父親の言葉は、物は直っても心は埋まらな 

いということを感じさせられる非常に重いものだった。 

この地域では、お祭りの前の練習など、いろいろなところで子供を成長させる場 

を作っていた。地域の支えが大きく、地域の存在を感じた。 

震災後、なぜ自分たちだけが生き残ってしまったのかと自問自答することがある 

が、宗教学者の山折哲雄さんによれば、災害の多かった東北の伝統芸能は、死者へ 

の鎮魂や生き残った者への癒やしの要素があるという。この相馬野馬追という伝統 

行事においても、地域と一緒になって取り組むことが死者への鎮魂になり、生き残 

った者への癒やしにもなり、父と娘の成長にもつながっていると感じた。 

大震災で精神的に大きなダメージを受けたが、これに立ち向かう東北の魂を表現 

したとても良い番組だった。 

 

○  とてもすばらしい番組で、前向きなさわやかな気持ちにさせてもらった。津波で 

の悲しみや家族を亡くした心の痛み、原発事故による内部被ばくの不安、そしてそ

の中にも地域とのつながりが喜びとして表現されていた。 

全体的に、前に進むという強い意志が感じられたので、さわやかに見ることがで

きた。前向きだが、ときどき寂しさも感じられ、これからも被災地を見守ろうとい

う気持ちになった。 

ひまわりの花の映像が効果的に使われており、音楽も感情をあおらず優しかった。 

地域のつながりを作るのが伝統行事やお祭りなのだということを深く感じること 

ができた。 

 

○  妻であり、母を亡くした親子の挑戦を明るく取り上げていて、見ていて気持ちよ

かった。装飾することなく、感情の起伏を抑えて淡々と作られていたところも良か

った。そういう親子の静かな日常が、逆に彼らが乗り越えてきた悪夢や、乗り越え

ようと内に秘めた熱情のようなものを際立たせていた。 

娘の幸栄紀さんが画面の中で涙ぐんだのはほんの一瞬で、とても気丈に振る舞っ

ていた。そのことが、本当に悲しみを乗り越えようとしている強さのようなものを

効果的に訴えていた。 

こうした被災地の伝統行事や文化を取り上げるのは、地域の復活、復興に対して 
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非常に大きな励みや、弾みになると思う。このようなテーマの番組を続けてもらい 

たい。 

 

○ 被災した父と娘に焦点をあて、台所場面から始まり淡々と日常が描かれていくな 

かで、さまざまな親子の心情が読み取れるとてもいい構成だった。 

幸栄紀さんの話す「根っこ」という言葉にとても感動した。根っこのつながって 

いる生き物、仲間、親子は皆同じであり、ひいてはそれが地域にも、相馬野馬追と 

いう伝統行事にも全てつながっているという。 

馬術の上達に従って娘の背筋はりりしく伸びてきて、そんな娘を父親と仲間たち 

が支えていた。初陣の挨拶の時、父親がつい涙ぐんだ場面も、とても心に残った。 

父親が相馬野馬追に出るために浜辺で練習したシーンが一番心に響いた。妻を亡 

くした海の砂を馬の背にかける姿には、その心情が表れており、印象深かった。父 

と娘、馬がかつての家族そのものと思えた。 

津波で流されてがれきの山になった海岸も衝撃を受けたが、片づけられた砂漠の 

ような空虚さも衝撃的だった。ひまわりからは、荒れた土地でもずっと根っこをつ 

なぎ、花を咲かせて、未来につながっていく前向きな力を感じた。 

 

○ 湿っぽくなり過ぎず、穏やかで淡々としていて、見ていてもすんなり気持ちが入 

ってくる番組でとても感動的だった。 

非の打ち所がない父親と、その父親に守られた娘の素直なところもよく伝わって

きて、とても良い親子だと思った。 

幸栄紀さんは大人っぽい印象が受けるが、本当は子供っぽいところも残っている

なかで、本人なりに早く大人にならなければという思いがあり、頑張ろうとしてい

るところもかいま見えて、切なく感じた。「物は埋まっても心は簡単に埋まらない」

という父親の言葉が心に響いた。 

相馬野馬追についてもう少し説明があってもよかったのではないか。もう少しど 

んなに相馬野馬追がすごいものなのか紹介しておくことで、淡々と語られていく物 

語の中でもすばらしい伝統を奪われた悔しさや、美しい故郷が奪われた怒りなど、 

番組では表に全く出てこない、そうした内なる思いが伝わってくるのではないかと 

思った。 

父親が内部被ばくを心配していて、ご飯を手づくりにこだわっている場面が出て 

いた。どの程度相馬で放射線の影響があるのか、伝えてもよかったのではないか。 

 

○ 震災により家を失い、妻を亡くして受けた心のダメージの深さと親子の絆の強さ

が比例していると感じた。 
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サトミシルバーという馬の名前の由来を娘に尋ねられた父親が、しばらく間を置 

いて「妻が野馬追いを好きだったから」と言った。劇的な場面で、とても感動した。 

  幸栄紀さんがほら貝に挑戦するなかで、「水を入れる」という表現があったが、適

切ではないと思う。ほら貝は一つの楽器で、横笛と同じで乾燥していると鳴りづら

く、水を通して湿り気を持たせると鳴りやすくなるという事を説明した方が良かっ

たと思う。 

相馬野馬追は国の重要無形民俗文化財で千年も続いている。これは地域の愛着と 

努力があってのことだと思う。親子の幸せを願ってやまない番組だった。 

 

○ 子供は撮られていることで必死に頑張るし、カメラを通して自分がいろいろな人 

たちに見られていると理解している。そうしたなかで、幸栄紀さんの言葉をうまく 

引き出していることに驚いた。聞き手側が自然に家族に溶け込んでいたのだろう。 

場面の切り替わりにおける時間の間の取り方がすばらしく、涙を誘われた。親子 

と馬が関わる場面では、馬の様子をもう少しアップで見てみたいと思った。 

  子供の食事に気を遣って父親が手作りしている場面からは、まだ内部被ばくを心

配する状況にあることを改めて思い知らされ、本当に大変な地域なのだということ

を感じた。 

 

○ タイトルを“父と娘の相馬野馬追”ではなく、“明日に向かって駆ける”としたと 

ころが上手だった。作り手の思いが込められており、前向きな姿勢を表していて、 

番組内容にぴったりあったタイトルだった。 

この番組のキーワードは、一体感や一体という言葉だと思う。まず、人と馬が一 

体になっていることと、親子の一体感だ。「根っこがつながっている」という１０歳 

の幸栄紀さんの言葉も一体感を表している。幸栄紀さんが馬の練習を始めると、頑 

張れよと心の中で応援し、興奮して馬が暴れたときは心配して見ている側も身を乗 

り出していく。視聴者と番組が一体になって、すっと収れんしていくような爽快感 

があった。 

あまり押しつけがましくなく番組が淡々と進んでいくのは、番組のクルーが空気 

のような存在であり、伴走者のように振る舞っていたからであろう。 

合原明子アナウンサーのナレーションも番組に合っていた。幸栄紀さんのお姉さ 

んのような語りでとても優しい感じが出ていた。 

津波や原発事故を乗り越えて、“明日に向かって駆け”ていくためには、地域やコ 

ミュニティ、地元の産業などが健全であり続ける必要があるのだろうということを 

感じた。 

死者の不在を埋めるために必要なものがいくつかあると思う。親子の情愛も必要 
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であろうが、この番組を見て、祭りも死者の不在を癒やしてくれる一つの力になっ 

ているのだろうと感じた。 

 

○ 打ちひしがれたときに、祭りを通して前を向くことがあり、祭りの持つ力を改め

て感じた。失った代償は大きいけれど、それによって得られた親子の親密な関係を

感じさせる番組だった。 

震災や原発事故を直接的に伝えることは重要だが、今回の番組のように親子の関

係を通じて間接的に伝えていくことも、被災地を継続して取り上げていく上で必要

だと思う。 

子供の素直さは胸を打つものがあり、淡々とした映像でありながらもその力強さ

に感動し、力を与えられた番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

親子がもともと暮らしていた地域を取材していた時に、人づ 

てに紹介して頂いたのがこの親子と知り合ったきっかけである。 

今回の番組は取材を含めて２か月間で制作した。短期間で制作 

できたのは、親子の魅力そのものによるところが大きかった。 

幸栄紀さんは人前では絶対に泣かない子であるが、周りの大人 

もこの親子をしっかりとサポートしていた。 

  

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ７月２６日(金)の東北Ｚシリーズ 支える。第２回「ジャズピアニスト小曽根真  

三陸をゆく」では、小曽根真さん自身が阪神淡路大震災の被災者ということもあっ 

て、単なる音楽番組というよりは彼の震災の原体験も含まれた番組で良かった。た 

だ、ナレーションで出演者を呼び捨てにしていたのが気になった。 

 

○ ９月１３日(金)の東北Ｚ「さだまさし 長崎から東北へ ～復興支援コンサート

～」は、岩手の地元アーティストを取り上げており、むしろ「東北から長崎へ」で

もあると思いながら見た。 

 

○ ８月２３日(金)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「亡き人との“再会”～被災

地 三度目の夏に～」（総合 後10:00～10:49）は、亡き人が会いに来る、あるいは

その気配を感じるという不思議な体験をされた方の４つの物語が描かれていた。連

続テレビ小説「あまちゃん」で夏ばっぱ役の宮本信子さんのナレーションが効果的
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に感じられた。 

 

○ ９月８日(日)のＮＨＫスペシャル震災ビッグデータ Ｆｉｌｅ．２「復興の壁 

未来への鍵」（総合 後9:00～9:58）を興味深く見た。今後のシリーズ展開を楽しみ

にしている。 

 

○ 今、いろいろな自然災害で全国に被災地があるので、東北だけが被災地という番 

組は受け入れがたくなっていくだろう。その中でも９月１１日(水)の「花は咲くス 

ペシャル」（総合 後10:00～10:49）は、被災者のための番組としてとても良かった。 

“花は咲く”がどこの被災地でも歌われるようになったらよいと思った。 

 

○ ９月１２日(木)の東北発☆未来塾「まちづくりのチカラ 西郷流 町並みづくり 

の極意」では、西郷真理子さんが手がけた町並み作りの成功例が紹介されていたが、 

そこに至るまでに障害や障壁があっただろうから、そこをもっと見たかった。 

 

○ 東北発☆未来塾「まちづくりのチカラ 西郷流 町並みづくりの極意」は、埼玉 

県川越市などの町並みの再生を参考に、宮城県石巻市の町並みの再生に取り組んで 

いたが、同じコンセプトで再開発をして失敗したところもあるはずで、果たして石 

巻で本当にうまくいくのか気がかりだった。大谷太郎さんが制作したオープニング 

のアニメーションはとても良かった。 

 

○ 平成２３年１１月１８日（金）のフェイス「里山資本主義～革命はここから始ま 

る～」（総合 後7:30～8:43中国ブロック）に関する本を読んだがとてもおもしろく、 

東北にも共通する課題であると思った。 

 

○  ８月１７日(土)のＮＨＫスペシャル「緒方貞子 戦争が終わらない この世界で」

（総合 後 9:00～10:29）は、緒方さんをよく知らない人が見ても彼女のことがよく 

分かるように丁寧に紹介されていて、見やすく、おもしろい番組だった。 

 

○ ８月２０日(火）と８月２７日(火）の「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～」を 

見たが、内輪受けの感じが否めない。とりわけ、連続テレビ小説「あまちゃん」人

気にあやかり過ぎではないかと思った。今後も続くということなので、期待したい。 

 

○ ８月２３日(金)の「夢であいましょう」（総合 後 8:00～8:43）は趣向を凝らして 

いておもしろかった。放送作家の存在も大きいだろう。金曜の夜あたりに常時、こ 
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の番組のような大人がほっとする上質な音楽番組を放送してほしい。 

 

○ ８月２５日(日)の「坂本龍一Ｐｌａｙｉｎｇ ｔｈｅ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ ２ 

０１３」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前0:10～1:39）は、音楽番組としてとても質が高かった。後 

期編成で再開する坂本さんの「スコラ 坂本龍一音楽の学校」も、音楽の成り立ち 

やさまざまな魅力を取り上げており、楽しみにしている。 

 

○ ８月２６日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「宮崎駿スペシャル “風立 

ちぬ”１０００日の記録」（総合 後 10:00～11:12.30）では、宮崎監督のこれまで 

知らなかった面がよく分かり、息の長い密着ぶりに感心した。８月３日(土)のＳＷ 

ＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「宮崎駿×半藤一利～いま“昭和”に向き合 

う意味」にも宮崎監督が出演しており、９月５日(木)の仕事ハッケン伝・選「中田 

敦彦×映画宣伝プロデューサー」でも取り上げていた。監督の引退宣言があったと 

ころであり、とてもタイムリーな編成だと感じた。 

 

○  プロフェッショナル 仕事の流儀「宮崎駿スペシャル “風立ちぬ”１０００日 

の記録」は、映画を上映したばかりのタイミングで放送したので、やや民放的なイ 

メージを受けた。内容としては、宮崎駿監督が製作を進めていく上でのいろいろな 

葛藤がきちんと描かれていたので、ＮＨＫならではの非常に中身のある番組だった。 

一方で、あまりメジャーではない、それでも地道に作っているような映画や、地域 

の取り組みにも目を向けてほしい。 

 

○ プロフェッショナル 仕事の流儀「宮崎駿スペシャル “風立ちぬ”１０００日 

の記録」は宮崎監督に1,000日も密着取材していてすごいと思ったが、映画を上映し 

たばかりのタイミングで放送したので、やや気になった。番組では、宮崎監督のな 

かなか見ることのできないとても人間くさいところを醸し出していて、楽しく見る 

ことができた。 

 

○ ９月４日(水)の「今夜はなまらナイトＮＥＯ」(ラジオ第１ 後 8:05～8:55 山形 

単)のように、地域の放送局で生番組を制作することはとてもすばらしいと思う。そ 

れにより放送局の制作の質が向上しているのではないかと感じた。 

 

○ ９月６日(金)のＢＳ歴史館「暗号名 ブロークン・アロー～隠された核兵器事故 

～」では、米軍だけではなく各国で核兵器の事故が起きているという驚きと、事故 

に関する情報量があまりにも少ないということに恐ろしさを感じた。 
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○ ９月７日(土)のＢＳ世界のドキュメンタリー「私を救ったショパンのバラード」 

（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前 0:00～0:49）は、有名な選手たちのコメントやいろいろな解釈な 

どがとてもおもしかった。ただ、外国語のコメント音声に日本語で翻訳した音声が 

重なっており、とても聞きづらく感じた。 

 

○ ９月７日(土)の岩合光昭の世界ネコ歩き「モロッコ 海と山と」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 

10:00～10:59）はとてもすばらしい番組で「岩合光昭の世界ネコ歩きmini」も含め

て楽しく見ている。ぜひ、猫の島として有名な石巻市の田代島で被災地スペシャル 

を撮っていただきたい。 

 

○ ９月９日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「人を育てる極意スペシャル」 

では、登場人物の示唆に富む言葉がたくさん紹介され、こうした人たちが人を育て

る極意というものをよく心得ていると感心した。 

 

○  ９月１１日(水)のＧｏｏｄ Ｊｏｂ！会社の星「じわり増加中！“女性管理職”

ＳＰ」は、２０年前によく言われていたような内容で残念だった。女性の感性だけ

に着目をした印象で、女性管理職の企業人としての能力や実績、経験にあまり触れ

られていなかったので、もっと掘り下げてほしかった。 

 

○ ９月１４日(土)の「今も響くこころの歌 ～ふるさと歌謡で人々を癒やした 三 

橋美智也～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後1:30～2:29）を見て、歌番組はＮＨＫの独壇場だと思

った。歌はそれぞれの心の中にみんな思い出を持っており、地域を、そして日本を

元気にするものだと思う。もっと歌番組を放送してほしい。 

 

○ ９月１６日(月)の「ＮＨＫニュース７」で、大雨特別警報が発令されたときの映 

像を使用していたが、音声がそのままだったので、チャイム音が鳴ってびっくりし 

た。東北では災害に敏感になっていることもあり、配慮してもらいたい。 

 

○ ９月１７日(火)の堂本剛のココロ見「ふるさと」（前編）（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後11:45～ 

18日(水)前0:14）では、桜守のおじいちゃんの「時間は過ぎていく。時は刻んでい 

く」という言葉にとても感動した。 

 

○ ９月１８日(水)のクローズアップ現代「拡大する“ブラック企業”～過酷な長時 

間労働～」は本当の豊かな社会とは何であるか考えさせられた。人あっての企業で 
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あり、本質的な物の考え方を変えていかないとだめだということがよく分かった。 

この番組を見て、ブラック企業が改善されるといいなと思った。 

 

○  クローズアップ現代「拡大する“ブラック企業”」を見て、本当にそういう企業は 

あってはいけないと思った。無理やり仕事を労働者に押しつけていく企業があると 

いうことが本当に腹立たしかった。 

 

○ 連続テレビ小説「あまちゃん」をＮＨＫオンデマンドで見ているが、新たに「続 

きを見る」というボタンができ、便利でとても喜んでいる。一方、「あまちゃん」で 

無頼鮨の裏のサラ金の看板が目立ち過ぎて、気になる。 

 

○ 連続テレビ小説「純情きらり」をＢＳプレミアムで再放送しているが、太宰治の

次女の津島佑子さんの原作である。ここに出てくる西島秀俊さんの役が、太宰治そ

のものだと思う。優しさにあふれ、人を喜ばすことが何よりも好きだったという太

宰の人間性が出ており、今まで太宰を描いたもので 高だと思う。 

 

○ ＮＨＫには良い番組がたくさんあり「ＮＨＫアーカイブズ」で過去の番組を紹介 

しているが、地方の映画館やホールなどで上映することで、地域に貢献してほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

            ニュースで警報や緊急地震速報の映像、音声をどう出すかは 

常日頃から注意しており、今後も配慮していきたい。 

９月２３日(月)に宮城県の女川さいがいＦＭを取り上げた番 

組「がんばっぺラジオ２０１３旅立ち」（総合 後10:00～ 

10:48）を放送する。引き続き、震災報道や被災地の動きをし 

っかりと伝えていく。   

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 

 

 



 

平成２５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、１８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、視聴番組の東北Ｚ「語りはじめた土偶たち～山形 国宝土偶の謎

を追う～」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。 

 

（ 出 席 委 員 ） 

委 員 長  島 守  賢  （八戸前沖さばブランド推進協議会顧問） 

副委員長  鈴 木  素 雄  （河北新報社 編集局長） 

委 員  浦沢 みよこ  （（株）インターサポート 代表取締役） 

       小 林  好 雄  （(株) まちづくり鶴岡 代表取締役社長） 

       照沼 かほる  （福島大学 行政政策学類准教授） 

 藤 沢  清 美  （(社)岩手県芸術文化協会常務理事） 

   藤 代  哲 也  （(株) 七十七銀行 常務取締役） 

 向 田  吉 広  （東北電力（株） 常務取締役） 

 蓬 田  隆 子  （（株）リブレ 代表取締役社長） 

 

(主な発言) 

 

＜東北Ｚ「語りはじめた土偶たち～山形 国宝土偶の謎を追う～」 

（6月28日(金)総合 後8:00～8:43）について＞ 

 

○  「縄文の女神」と呼ばれる土偶を見て、気候の厳しい東北だからこそ、収穫物の

豊じょうだったり、人間や動物の繁殖などを祈ったのではないかと感じた。他の地

域にはない、独特のすばらしい文化があると思う。 

 「縄文のビーナス」や「仮面の女神」と呼ばれる土偶も過去には出土しており多

くが女神像だということが分かった。縄文期のなかでも、地域や時期によって土偶

がどのように発展したのかが分かるような説明があるとなおよかった。 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターの金子昭彦さんが、土偶は女性が女性

のために作ったものであり、手に持って願いや祈りに使われていたと説明していて、

分かりやすかった。また、國學院大學の小林達雄名誉教授が、番組の最後に、万物

に精霊が宿るアニミズムという考え方を表現するために土偶が作られたと話してい

たことが印象的だった。 
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遮光器土偶が縄文時代にすでに東北のさまざま地域に広がっていたということは

驚きだった。土偶や土器を作るためには粘土が必要であり、それを形にして焼くと

いう一連の作業が必要になってくる。そのことが定住したり集落を形成したりする

ことにもつながっていたと思うので、そういった視点の解説もあるとよかった。 

 

○  土偶に関する知識がないと素人には少し難しかったのではないか。縄文時代とい

う有史以前が、こんなにも分からないことや謎が多いということを改めて感じた。 

番組の冒頭、大英博物館で開かれた展覧会を取り上げていたので、世界から見た

土偶の価値や魅力が紹介されるのかと思ったが、特にそういった視点では番組が展

開されていなかったのが残念だった。 

土偶が東北のさまざまな地域で見つかり、縄文時代にすでに東北ではネットワー

クができていたと紹介されていたが、素人には土偶が発見されただけでそこまで仮

説が立てられるものなのか疑問に感じた。当時の地理や気候など、もう少し踏み込

んだ科学的な見解があると納得しながら見ることができたと思う。 

複数の専門家が、土偶が現代と結びついているということを解説していたが、視

聴者の多くが土偶について知識が少ないと思うので、もう少し分かりやすく伝えて

もらえるとよかった。  

番組名に「謎を追う」とあったので、番組のなかで特別な発見があるのかと思っ

たがそうではなかった。具体的にどのような謎を追ったのかが分からなかった。 

 

○  「縄文の女神」は今回初めて見たが、番組名にあった「語りはじめた土偶たち」

という意味が番組からは伝わってこなかった。また、専門家の解説や発掘の様子な

どがバラバラに紹介されて、全体の流れが伝わってこない印象を受けた。出土した

土偶がどう分布し、縄文時代に東北でどのようなネットワークが形成されていたの

か地図などで示してもらえるとよかった。今回の放送を機会に、土偶についても学

んでみたいと思った。 

 

○  土偶についての知識がなかったので、番組を見て勉強になった。東北地方で土偶

が多く発見され、土偶王国と言われていることは知らなかった。また、大英博物館

でも展示会が開かれるなど、海外でも評価されているということには驚いた。土偶

には現代の人の心にも通じるシンプルな美しさがあるということを改めて感じさせ

られた。 

 厳しい冬がある東北では、昔から集団で生活への備えをしてきたと考えられる。

そうしたなかで祈りや祭りが発生し、そこで土偶が象徴として作られたのだろうと

感じた。東北の厳しい環境があったがゆえに、それに備える豊かな文化が生まれた
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ということがよく分かった。東北が土偶王国と言われる背景がしっかりと描かれて

いたので、東北の人にとっても誇らしい内容になっていたのではないか。 

 

○  山形の人にとって「縄文の女神」はとても誇り高いものだと思う。縄文時代にす

でにここまでの造形美を作り出すことができたことが驚きであり、番組で取り上げ

てもらい多くの人に知ってもらうことができたことはよかった。 

番組のなかで、山の恵みへの感謝や自然への畏敬の念、草や木などにも精霊が宿

るというアニミズムが土偶と関連づけられて伝えられていたが、もう少し掘り下げ

てもらえるとよかった。 

東北には多くの価値や魅力があり、厳しい自然だからこそ育まれた自然崇拝や独

特の文化がある。今後もＮＨＫが東北の魅力を積極的に取り上げることが、東北に

暮らす人たちの後押しにもなると思う。今回は土偶という難しいテーマだったが、

東北のさまざまな文化を今後も取り上げていってもらいたい。 

 

○  縄文時代の東北に、自然の恵みを受けて豊かに暮らしていた文化があったことが

よく分かる番組だった。この時代の人にとって、自然は恵みを与えてくれる一方で

恐れの対象でもあり、常に命と向き合っていた。祈りの対象として人間の形をした

物を作ることは、自然の成り行きだったのだろう。 

番組の初めに、東北でなぜ土偶が多く見つかるのかという問題が提起されていた

が、番組からその答えが明確には伝わってこなかった。番組で「太古を生きた縄文

人たちの祈りとそれをかなえるための繊細な技、これは現代の我々にも連綿と受け

継がれているのかもしれない」や、「豊かな創造力と細やかな技で、どこにもない

土偶文化をつくり上げた先人たち。その感性は今も私たちの中に脈々と息づいてい

る」というナレーションがあった。非常にきれいな表現ではあるが、具体的に現代

の私たちに何が受け継がれてきたのか分かりにくかった。 

 

○  ふだん触れることの少ない土偶について、専門家の解説だけではなく、美しい風

景映像や、土偶の写真も交えたうえに、アニメーションを使って縄文時代の暮らし

を紹介するなど、分かりやすいように工夫された番組だった。 

山形県で見つかった「縄文の女神」は、その美しい立ち姿から国宝になるだけの

価値があることが伝わってきた。また、それぞれの土偶に込められた思いや使われ

方なども理解できた。一方で、それぞれの土偶がどうつながって、東北が文化の先

進地として位置づけられることになるのか、もう少し深めてもらえるとよかった。

東北に土偶が深く根ざしたのは、岡本太郎さんの「精気のこり固まったような人間

像」ということばから想像するに、東北の厳しい季節のなかで生き抜くために、人
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間の知恵や心が大きな役割を果たしていたためだと思う。今後も土偶と東北のつな

がりについて伝えていってもらいたい。 

 

○  評価が難しい番組だと思いながら見た。土偶について解説するという教育の観点

から見ると大変よくできた番組だったが、番組タイトルにある「国宝土偶の謎を追

う」という点ではやや不満の残る内容だった。「縄文の女神」についての謎解きが

始まるのかと思って見ていたが、岡本太郎さんのエピソードや三内丸山遺跡の話な

どさまざまな要素が盛り込まれており、場面展開が多くついていくのが精いっぱい

だった。土偶についての知識は高められたが、番組のタイトルどおり「縄文の女

神」の美しさや造形などの専門的な部分についてさらに掘り下げて伝えるとよかっ

た。 

縄文時代の東北の姿について語る際に、往々にして自然との共生や先進的な文化

という観点で語られがちだが、今回の番組ではその部分を強調しなかったことで、

先入観なく見ることができたと思う。 

 

○  縄文晩期に、遮光器土偶が岩手県北部から青森県の八戸周辺で作られて運ばれた

という解説があったが、八戸市の是川遺跡では縄文時代の土偶や土器などが数多く

出土しており、実感できる話だった。 

縄文時代の遺跡について、「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群」として世

界遺産への登録を目指す動きがあるので、その点についても触れてもらえるとよか

った。 

 

（ＮＨＫ側） 

         「縄文の女神」は２１年前に見つかったもので、かねてより取

材していたが、今回、国宝に指定されたこともあって放送するこ

とにした。発掘されてから２０年以上がたち、これまでの研究成

果を伝えることができればと考えてこのタイトルにしたが、制作

するなかで、まだまだ分からないことが多いということに改めて

思い知らされた。約１万年という長い期間続いた縄文時代には、

土偶だけではなくさまざまな土器や道具が作られてきた。しかし、

１万年の間ずっと作り続けられたのは土偶だけであり、非常に重

要なものだったと思われる。これまで土偶は祈りの対象という漠

然とした認識だったが、これまでの研究の蓄積を踏まえて少しで

も分かりやすく伝えようと考えて制作した。 

東北で土偶が多く見つかっている理由はさまざま考えられるが、
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小林名誉教授の話にもあるように、自然に精霊が宿るというアニ

ミズムという考えが形になったものが土偶だったと考えられる。

東北は厳しい自然であるが故に、縄文の人々は自然をよく観察し、

自然に対する鋭い感覚をもっていたと思われる。そうした感覚か

ら、自然のなかに精霊を見いだしたのだろう。こうしたことを番

組で分かりやすく伝えられればよかったと思う。 

東日本大震災以降、東北では震災に関連する番組が多く放送さ

れてきた。継続して震災報道を続けるとともに、東北の魅力や文

化なども積極的に紹介していきたいと考えている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  東日本大震災に関連する番組を見ると、地域や被害の規模によって復興の進み方

が全く違うことを改めて感じる。なぜ復興が進まないのか、その責任はどこにある

のかといったことを常々考えてしまう。 

６月１４日(金)の東北Ｚ シリーズ 災害から未来へ「“復興”はしたけれど～

神戸・大正筋商店街の１８年～」で、“復興災害”ということばを使っていたこと

が今でも心に残っている。復興することが災害になってしまうこともあるという難

しい現実があり、なかなか答えの出ない問題だと感じた。 

 

○  ６月２１日(金)のクローズアップ東北「遙（はる）かなる“住民参加”～応援職

員が挑む復興～」の番組タイトルは、応援職員の、住民がなかなか参加してくれな

いといういらだちと、現実を踏まえた諦めの気持ちの双方を感じさせるものだった。

復興が進むかどうかは、住民が町作りに参加するかどうかということにかかってい

ると思う。集団移転もことしから来年にかけて正念場になってくると思うので、今

しっかりと議論をして、５年後、１０年後に復興の道筋が正しく進んでいるように

努力しなければならない。ＮＨＫにはこの点を意識した番組づくりをお願いしたい。 

 

○  クローズアップ東北「遙（はる）かなる“住民参加”～応援職員が挑む復興～」

は、被災地で応援職員として働く小林武さんが、住民との対話が一番必要だと言っ

ていたことが印象的だった。５月３１日(金)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災

「“応援職員”被災地を走る～岩手県大槌町～」（総合 後10:00～10:49）の続編と

もいえる内容で、人々の思いをより深く知ることができた。 

 

○  ７月５日(金)のクローズアップ東北「徹底追跡 魚の町 “第２の危機”」は、
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宮城県石巻市の水産加工の工場が、復旧はしているものの、生産を再開することが

できない現実が浮き彫りにされていた。一度途絶えてしまった販路を取り戻すこと

は容易ではないということを、改めて感じさせる番組だった。港町によって、人手

不足や防潮堤の問題など抱えている問題も違ってくると思うので、今後も多面的に

伝えてもらいた。 

 

○  ７月５日(金)の東北Ｚ「ふるさとの記憶～岩手県釜石市～」は、東日本大震災に

よって失われた街並みを模型で復元するという取り組みが紹介されていて、地域の

人たちとともに模型を作り上げていくプロセスが丁寧に取材された番組だった。地

域の団結力を高める祭りや行事も紹介していたので、つらさや痛みだけではなく、

前を向いて歩いていこうというメッセージが伝わってきたい。 

 

○  ６月２８日(金)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「住民合意 ８００日 葛藤

の記録」（総合 後10:00～10:49）は、ＮＨＫが東日本大震災の発生から１６時間後

には、今回放送した地域に入ったと聞いて驚いた。復興を進めるためにはさまざま

な苦悩や葛藤があり、住民の合意が形成できないことで、復興が前に進まないとい

う現実がよく表されていた。また、前に進もうという思いの人たちと、まだ気持ち

の整理がつかずなかなか前に進めないという思いの人たち両方の立場で制作されて

いた。どちらか一方に偏ることなく事実を伝え、判断を見る人にまかせるという番

組だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「住民合意 ８００日 葛藤の記録」は、宮城

県名取市閖上地区でなぜ津波の被害が大きかったのか、検証がしっかりと行われて

いないことが浮き彫りにされていた。再び同じような災害が起きたときに安全であ

るという計画でなければ、そこで暮らす人たちは安心して生活できないということ

だと思う。さまざまな住民の思いがあるなかで、市長の果たす役割はとても重要だ

と感じた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「住民合意 ８００日 葛藤の記録」は、番組

で取り上げた人たちそれぞれの視点から描いたことで、それぞれに違った思いや葛

藤があることがバランスよく伝えられていた。今後もいろいろな見方で記録をしっ

かりと残していってもらいたい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「住民合意 ８００日 葛藤の記録」は、復興

へ向けて住民や自治体が何をしてきたのかバランスよく記録されていた。 
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○  ６月２４日(月)のハートネットＴＶ Ｏｕｒ Ｖｏｉｃｅｓ 原発被災者からの

手紙（１）と、２５日(火)のハートネットＴＶ Ｏｕｒ Ｖｏｉｃｅｓ 原発被災

者からの手紙（２）を見たが、自主避難をしている母親の苦悩が手紙から伝わって

くる番組だった。こうした番組を通して、苦悩を抱えながら暮らしている人たちの

思いを発信し、声を上げるきっかけになってくれればいいと感じた。 

 

○  ６月２９日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ日本新生「“観光革命”がニッポ

ンを変える」（総合 後7:30～8:43）は、外国人観光客を増やしていくためにはどう

すればいいのか、さまざまな立場の人たちの意見を聞くことができ参考になった。

海外からの旅行者を呼ぶことの意義について考えさせられる番組だった。 

 

○  ７月１日(月)のクローズアップ現代「生物に学ぶイノベーション～生物模倣技術

の挑戦～」は、数十億年かけて生物が進化させてきた驚異的な能力を技術開発に生

かすという内容で、非常におもしろい番組だった。学生の理系離れを防ぐにことに

も効果的だと感じた。 

 

○  ７月３日(水)のハートネットＴＶ 第３回「検証・オレンジプラン～在宅支援の

最前線～」は、実例も交えながら伝えていて理解しやすかった。夜眠れないために

薬を服用していたが、レビー小体型認知症の場合、薬の使い方を間違えると命の危

険を伴う場合もあるので、その点についても触れてほしかった。 

 

○  ７月６日(土)のＮＨＫスペシャル「足元の小宇宙～生命を見つめる植物写真家

～」は、植物写真家の埴沙萠さんの、身近な植物に焦点を当てた非常に美しい写真

が取り上げられていて、心が洗われるような映像だった。 

 

○  ７月９日(火)のＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ値段の真実「低価格時代

の深層」は、低価格時代の裏側が描かれていて興味深い内容だった。消費者にとっ

て低価格は魅力的だが、一方でそれが経済格差を生み、負のサイクルを作り出して

いるということも認識しなければならないことが分かった。 

 

○  ７月１０日(水)の旅のチカラ「ミケランジェロの街で仏を刻む～松本明慶・イタ

リア～」は、松本明慶さんが仏像を掘るようになるまでにどのような心の変化があ

ったのか、分かりやすく描かれていた。イタリアに行ってミケランジェロの代表作

「ピエタ」を見て、自分が何を目指し仏像を彫るのか見つめ直す姿が印象的だった。

これまで多くの仏像を作ってきたと思うので、第三者の評価も聞いてみたいと感じ
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た。 

 

○  ７月１１日(木)のＢＳ歴史館 シリーズ 古代史ミステリー（１）「古事記～国

家統一の物語～」は、３人のゲストが古事記についてよく勉強していて、楽しく見

ることができた。 

 

○  ７月１２日(金)のＢＳ歴史館「古代史最大のミステリー 邪馬台国の魔力に迫

る」は、史実として有名な邪馬台国が日本のどの地域にあったのかということを、

考古学者や歴史学者などがそれぞれの立場で議論していたので非常に興味深い内容

だった。 

 

○  ７月１５日(月)のにっぽん紀行「行商すーちゃんの１５キロ～香川・観音寺～

（総合 後7:30～7:55）は、荷車を押して行商する８５歳のおばあちゃんに、次女

が体を心配して仕事を辞めることを進言していたが、高齢化社会に一石を投じる番

組だった。 

 

○  ７月１７日(水)の八重の桜ツアー「ただいま、東北」（総合 後8:00～8:43）で、

出演者が訪ねた先で「放射能汚染の検査はされているのか」と聞いていたが、食品

の安全性を訴えるための番組からのメッセージだったのか、出演者の個人的な質問

だったのか分かりにくかったので、明確にしたほうがよかった。 

 

○  連続テレビ小説「あまちゃん」の方言は、特定の地域のことばではなく、東北の

ある架空の土地のことばということなのだろう。このドラマを通じて東北弁がポピ

ュラーになればいいと思っている。 

 

○  連続テレビ小説「あまちゃん」で、主人公のことばがとてもなまっていて、実際

に地元の人はどう感じているのか、気になりながら見ている。 

 

○  連続テレビ小説「あまちゃん」で、水口琢磨役の松田龍平さんがいい味を出して

いて、毎回楽しみに見ている。 

 

○  ドラマ１０「激流～私を憶えていますか～？」は、若手の俳優が民放の番組に出

演しているときとはまた違った雰囲気で演じていて、それぞれの魅力が引き出され

ていると思う。内容の展開が読めないことで、毎週見たいと思わせる見応えのある

内容になっている。民放も含めてバラエティー番組が増えてきている印象がある。
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そうしたなかでも、ＮＨＫには良質なドラマを継続して放送してもらいたい。 

 

○  ７月１３日(土)から放送が開始された、土曜ドラマ「七つの会議」は、企業の内 

部告発や隠蔽などといった暗い部分がシリアスに描かれていた。原作がＴＢＳで 

放送されている日曜劇場「半沢直樹」と同じ池井戸潤さんで、どちらも企業を舞 

台にしたドラマである。それぞれのドラマがどのように展開していくのか比べなが 

ら楽しみにしている。 

 

○  土曜ドラマ「七つの会議」は、ＴＢＳで放送されている日曜劇場「半沢直樹」と

内容が似ているが、どちらも会社を舞台にした社会派のドラマであり、楽しみに見

ている。 

 

○  明日へ１ｍｉｎ．「こころフォト」は、写真とともに家族を思うメッセージが番

組に込められていて、このような取り組みを続けてもらいたい。 

 

○  「タイムスクープハンター」が映画化され、間もなく公開されるとのことなので

期待している。 

 

○  「にっぽん縦断 こころ旅」は、何気ない風景のなかを火野正平さんが自転車で

旅をしていくが、地域の人との交流やその土地のよさがよく表されていると思う。

自転車で旅をしているので、画面には映らない部分の苦労も多くあるのではないか

と思いながら見ている。 

 

○  「コントの劇場」は、三宅裕司さんを中心におもしろいコントライブが繰り広げ

られている。毎月異なるゲストが出演し、風刺のきいた非常に良質な笑いを提供し

てくれる番組だと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

連続テレビ小説「あまちゃん」については、方言が過ぎるので 

はという場面も確かにあるが、ドラマとして楽しんでいただきた 

い。 

          「ＮＨＫスペシャル」や地域放送番組で、これからも東日本大

震災に関連する番組を放送していく。地域で行われている復興へ

の取り組みも継続して伝え、被災地で頑張っている人たちが多く

いることを知ってもらいたいと考えている。 
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ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 

 



1 

平成２５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、２０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、視聴番組のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“応援職員”被災地

を走る～岩手県大槌町～」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、７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。 

 

（ 出 席 委 員 ） 

委 員 長  島 守  賢  （八戸前沖さばブランド推進協議会顧問） 

副委員長  鈴 木  素 雄  （河北新報社 編集局長） 

委 員  浦沢 みよこ  （（株）インターサポート 代表取締役） 

       小 林  好 雄  （(株) まちづくり鶴岡 代表取締役社長） 

       照沼 かほる  （福島大学 行政政策学類准教授） 

 藤 沢  清 美  （(社)岩手県芸術文化協会常務理事） 

   藤 代  哲 也  （(株) 七十七銀行 常務取締役） 

 向 田  吉 広  （東北電力（株） 常務取締役） 

 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「“応援職員”被災地を走る～岩手県大槌町～」 

（5月31日(金)総合 後10:00～10:49）について＞ 

 

○  これまでは被災地に焦点を当てた番組が多かったが、今回の番組は被災地の復興

を支えている応援職員に焦点が当てられており、いい番組だった。 

岩手県大槌町では、139人の職員のうち４０人が犠牲になったということを知り

驚いた。改めて、住民のために役割を果たそうとする職員の熱い思いを感じた。大

きな労力を要する被災地の復興に、たくさんの応援職員が身も心も削って支援して

くれていることに感謝の気持ちを持って見た。地方では地域の結束や先祖から受け

継いできた土地に対する愛着が強く、区画整理を行うことが非常に難しく、時間と

手間が必要であるということが映像からよく伝わってきた。 

応援に来ている職員が、家族と離れて四畳半一間しかない仮設住宅で生活すると

いうことは、本当に大きなストレスだったと思う。応援に来てもらっている側の視
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点で見ると、もう少し広い部屋や気分転換できるような配慮があってもよかったと

感じた。 

早く復興を進めてほしいという立場と、さまざまな意見を聞いて合意のもとで着

実に復興を進めてほしいという立場に分かれることが、復興を難しくしていると感

じた。地元の人間ではない応援職員が、その調整を担うことはとても大変だと思う。

表には出していなかったが、心の中の葛藤やつらさをひしひしと感じさせられた。

埼玉県川越市から来ている小林武さんが、任期を終えて帰る前に、地権者との交渉

に道筋をつけることができてほっとする表情が印象的だった。 

 

○  全国から来ている応援職員の奮闘ぶりに感謝の気持ちを持って見た。地権者との

交渉やさまざまな調整など、応援職員の仕事の量が膨大にあることに驚いた。兵庫

県宝塚市から応援に来ていた職員が、自分は本当に役に立っているのだろうかと悩

み、その後みずから命を絶ったことは、その苦労を物語っていたと思う。 

番組のなかで“未曽有”ということばを使っていたが、過去の地震で津波が押し

寄せた地点に、東日本大震災でも津波が到達していたところもあり、将来また繰り

返されることだろう。東日本大震災ではさまざま地域で甚大な被害が出たが、なぜ

壊滅的な被害になってしまったのか、ＮＨＫにはしっかりと検証していってもらい

たい。また、どうすれば被害の拡大を防げたのかという提示も行っていくべきだと

思う。 

 

○  応援職員の人たちが、慣れない土地で、時にはよそ者扱いされながら苦労して仕

事にあたっていることがよく分かった。この番組を見た被災地の人たちが、少しで

も応援職員に対する見方を変えて、仕事を進めやすい環境になってくれればいいと

感じた。 

公権力を持ちつつも、小林さんが丁寧に交渉にあたっており、大槌町の復興のた

めに懸命に働く姿が印象的だった。町の再建という重い課題を進めていくなかで、

非常時であっても住民の合意形成を平時と同様に行っていくことが果たしていいの

かどうか、疑問に感じた。 

 

○  大槌町の139人の職員のうち４０人が犠牲になったと説明があったが、そのほか

にも津波によって役場の設備や資料が無くなるなどして、復旧には並々ならぬ苦労

や困難があったと思う。応援職員のことばに「私にいったい何ができるのだろう」

とあったが、まさに本音であったと思う。 

鎌田靖キャスターが、「被災地の復興の現場で今何が起きているのか、応援職員

たちを通してその現状をご覧いただきます」と言っていたが、困難な事業を粘り強

い交渉で進めていることは理解できたが、応援職員の視点からというのが伝わって
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こなかった。土地の区画整理は地権者でさまざまな考えがあり、平時でも非常に時

間や手間がかかることだと思う。区画整理事業の難しさを伝えつつ、応援職員の果

たす役割を伝えるというのは、難しかったのではないか。 

区画整理の進め方について、有識者から「住民に関する情報が足りていない」や

「住民の方と相談しながらやり方も考える」という指摘があったが、その辺りも描

いてほしかった。また、よそ者という目で見られがちな応援職員がそのハンディキ

ャップを負いながら、住民たちとどのように関わったのかをもう少し丁寧に描いて

いるとよかった。 

応援職員のように、使命感を持って支援してくれる人たちがいることで復興が進

められていることが、よく伝わってきた。被災地にいる者として感謝の念を強く感

じた番組だった。 

 

○  復興の大きな課題であり、さまざまな思いが交錯する区画整理という難しい仕事

と、応援職員であるという２つの難しさに向き合いながら奮闘する応援職員の姿が

よく描かれていた。 

番組の前半は区画整理を早く進めなければならないという行政側の視点で描かれ

ていたが、後半は住民の目線も交えながら伝えていた。それぞれの立場で区画整理

の難しさを描いており、バランスがとれていたと思う。 

 

○  応援職員の苦労や被災地の膨大な業務量がよく分かる番組だった。一方で、応援

職員からの視点の番組だったので、応援で来ている職員が懸命に頑張っているにも

かかわらず、なぜ住民は分かってくれないのか疑問に感じる人もいたのではないか。

また、応援職員に対して大槌町の職員がどうカバーしているのかという関係性も合

わせて伝えてもらえると、より分かりやすかったと思う。 

番組の最後に、鎌田キャスターが「日本全体で被災地を支えなければならない」

という小林さんのことばを紹介していたが、その責任感がどこから湧いてくるのか

が描かれているとよかった。 

 

○  岩手県、宮城県、福島県の３県で、今なお1,500人以上もの応援職員がいること

に非常に驚いた。大槌町では役場の職員が多く亡くなり、復興が進まない要因の一

つになっていることが番組の始めに示されていたので、応援職員の苦悩を理解しな

がら見ることができた。 

小林さんが所属する都市整備課区画整理班は、８人で5,000人以上の住民が関わ

る区画整理を進めなければならず、少人数で多くの住民を相手にしなければならな

い。新しい町の復興のために、かつての町並みを知り、地元の文化を勉強して仕事

にあたっており、その使命感はどこからくるものなのかがより丁寧に描かれている
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とよかった。また、応援職員という部外者の立場で、任期も限られているなかで仕

事にあたることのプラスとマイナスがもう少し伝わってくるとよかったのではない

か。 

応援職員が区画整理のために奔走する姿を中心に番組が進んでいったので、行政

の計画ありきで話が進んでいるような印象を受けた。町の復興を早く進めるために

もスケジュールは重要だと思うが、住民と丁寧に議論を積み重ねていくことの大切

さについても、もっと描いてほしかった。 

 

○  番組のテーマは“マンパワー不足”ということだと思う。行政が一方的に話を進

めているという意見もあったが、大槌町は町長や多くの職員が亡くなり、町が壊滅

的な被害を受けており、応援職員に頼り、ある程度行政主導で進めていかざるを得

ないほど追い込まれているということだろう。 

小林さんに焦点を当てたことは非常によかった。知らない土地で区画整理のため

に懸命に働く姿から、よそ者と呼ばれながらも自分なりの思いをもって町の復興支

援にあたる強い意志が感じられた。小林さんが地元の住民に土地区画審議会への参

加を打診する場面で、住民が「町の姿勢がクローズドじゃないか」と言ったあとに、

小林さんが「外から来ているやつらと思われるのが悲しい」と本音を吐く場面が印

象的だった。実際に現場で復興に携わる人と住民がお互いの本音を伝え合い、葛藤

することで、住民参加につながっていくのだと思う。このシーンにある種の自治の

芽生えのようなものを感じた。 

応援職員を送る側の自治体のマンパワー不足という部分も番組で取り上げてもら

えるとよかった。近年、公共事業の削減の影響を受けて、地方自治体の土木技術系

の職員は減少している。こうした実情のなかで災害が起きたために、被災地に応援

職員を送る側も厳しい状況にあると思う。そういった視点も番組に盛り込まれてい

ると、より違った角度から応援職員の苦悩を伝えられたと思う。 

番組の最後に、鎌田キャスターが「日本全体で被災地を支えなければならない」

という小林さんのことばを紹介していたが、本人の口からそのことばを聞けるとよ

り説得力があったと思う。 

 

○  応援職員として来た小林さんが、やり残したことがあると言って期間を１か月延

長していて、非常に責任感を持って仕事をしていることが伝わってきた。 

住民が区画整理に協力していくことが大切だと感じたが、当事者からすると自分

がこれまで生活してきた土地がどうなるのかという非常に重要な問題で、第三者が

簡単にそう思ってはいけないということも一方で考えた。 

兵庫県宝塚市から応援に来た４０代の職員が、「大槌はすばらしい町です、大槌

頑張れ」と書き残して、自殺してしまったが、愛着を持って仕事をしていたにもか
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かわらずそこまで追い込まれていたことに胸がつまる思いだった。 

町を批判していた住民が土地区画審議会への参加を了解したあとに、小林さんと

固い握手をしている場面が印象的だった。 

鎌田キャスターが「日本全体で被災地を支えなければならない」という小林さん

のことばを最後に紹介していたが、本人が言っている場面があるとよかった。 

 

 （ＮＨＫ側） 

取材を続けるなかで、何を伝えるべきなのかスタッフと議論を

重ねて制作した。今一番危惧すべきことは、阪神・淡路大震災の

ときに行政主導で復興が行われた町は、復興しても人が思うよう

に戻ってこなかった、という反省が生かされていないこと。応援

職員として来ている小林さんも、仕事の多さやよそ者扱いされる

ことのつらさよりも、自分がやっていることが本当に住民のため

になっているのかという葛藤があるのではないかと思う。住民が

参画してまちづくりができていないということに、その根本があ

るとわれわれは感じた。今回の番組では、住民参加のまちづくり

について描ききれなかったが、６月２１日(金)に放送するクロー

ズアップ東北「遙（はる）かなる“住民参加”～応援職員が挑む

復興～」では、そのあたりを意識して制作したので、ぜひご覧い

ただきたい。 

被災地で取材をする立場として、迷いながらも、今、何を伝え

ていくべきなのかを常に考えながら被災地と向き合っていきたい

と思っている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月２４日(金)の東北Ｚ「そして、歌が溢（あふ）れた～松本幸四郎×石川・木

～」は、・木の才能の陰にある挫折や貧困、借金を重ね２人に迷惑をかけたことな

どが描かれていた一方で、周囲から愛される魅力があることもよく分かる番組だっ

た。改めて、・木の生涯を興味深く見ることができた。 

 

○  ６月１日(土)の「つなみ～子どもたちのことば～」（総合 前10:05～11:04 東北

ﾌﾞﾛｯｸ）は、震災を体験した子どもたちの心の叫びが文章から素直に伝わってきた。

このような取り組みを行うことで、心のケアにつながってくれればいいと思う。子

どもたちの素直な表情が自然に捉えられていたので、見ている側も構えず見ること

ができ、子どもたちの本音をしっかりと聞くことができた。今回のように、相手に
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訴えかけるような番組を継続していってもらいたい。 

 

○  ６月１４日(金)の「ニュースやまがた６時」で、映画監督の冨樫森さんのインタ

ビューが放送されていた。公開される映画の話題とともに、撮影を行った山形県鶴

岡市での出来事や映画に関連する地元の話題なども取り上げていて、地域の活動の

様子が分かってよかった。地域でいろいろな活動をする者にとっても、放送で取り

上げられることは励みになると思う。 

 

○  ６月１４日(金)のクローズアップ東北「巨大津波 日本海が危ない」は、津波に

対してこれまで大きな危機感がなかった日本海側について、ＣＧや地図を効果的に

使いながらその危険性を分かりやすく説明した番組だった。日本海の津波の特徴で

ある早さについて取り上げられていたが、残された課題などもより掘り下げて、今

後も伝えてもらいたい。また、国の被害想定が決まっていないことで、青森県、秋

田県、山形県の津波の高さ想定が異なることに驚いた。今後、国が速やかに統一し

た想定を提示すべきだと思う。スタジオで番組キャスターが専門家に話を聞く際に、

手元の原稿を見ていることが多かったので、事前にしっかりと準備しておくべきだ

と感じた。 

 

○  ６月８日(土)に「福島をずっと見ているＴＶ」が３話続けて再放送されていたの

で連続して見ることができた。月に１回の放送のため見忘れてしまうこともあるの

で、今回のように続けて再放送があると見る機会が増えていいと感じた。 

 

○  ６月１９日(水)のあさイチ「全村避難から２年 福島・飯舘村の人々は今…」で

福島県飯舘村の特集を放送していた。原発事故や放射線の影響は長期的で複雑な問

題なので、定期的に放送していろいろな意見を紹介していってもらいたい。 

 

○  ５月１８日(土)のＮＨＫ映像ファイル あの人に会いたい「森敦（作家）」は、

小説「月山」を書いた作家の森敦が取り上げられていた。対談形式の番組で、わず

か１０分間の番組であるが、彼の哲学的な考えがしっかりと伝わってくる非常にす

ばらしい番組だった。ＮＨＫには、今後も視聴者にとって良質な番組を放送してい

ってもらいたい。 

 

○  ５月２１日(火)の世界ふれあい街歩き「小江戸・川越スペシャル（日本・埼玉

県）」と、新日本風土記「川越」を見たが、どちらも川越が舞台の番組だったので、

偶然なのかと感じた。 
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○  ５月２２日(水)のためしてガッテン「脳梗塞でもう死なないぞ！極めつき！スー

パー発見術」は、脳梗塞を早く発見することによって、その後遺症や死亡する確率

を抑えることができるということが分かりやすく解説されていた。また、イギリス

で早期発見を促すために行われているキャンペーンを紹介していて非常にインパク

トがあった。日本でも国と医師会が率先して脳梗塞の予防に向けた取り組みを行っ

ていかなければならないと思うが、マスコミも連携していただきたい。 

 

○  ５月２６日(日)のＮＨＫスペシャル 病の起源 第２集「脳卒中～早すぎた進化

の代償～」は、人類の進化とともに脳が巨大化したことによって脳卒中のリスクを

高めているという話で、非常に興味深く見た。アニメも使い、分かりやすく作られ

ていた。 

 

○  ５月２７日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「いのちの色で、糸を紡ぐ 

染織家・志村ふくみ」は、人間国宝でもある志村ふくみさんがなぜ染織家になり、

どのような人生を送ってきたのかがよく取材されていた。究極の色を求め続ける姿

に感動する番組だった。 

 

○  ５月２９日(水)の東北発☆未来塾 漁業のチカラ「漁業のチカラ 誰もが買いた

くなる セールスの極意とは？」は、魚を買うポイントについて紹介する番組はこ

れまでもあったが、今回は売るポイントについて取り上げられていた。売る側の立

場で、お客様に対しての立ち位置や目線、話し方などのノウハウが詰まった番組だ

った。 

 

○  ５月３０日(木)の東北発☆未来塾 漁業のチカラ「５分でできるカンタン“炊か

ず飯”そこに漁業復活のヒントが」で、港に揚がった魚でも、使われなかったり捨

てられたりするものが多くあることを知り、魚をもっと食べなければと思わせる番

組だった。 

 

○  ５月３１日(金)の首都圏スペシャル「逆境を生き抜け～急増“チャイルド・プ

ア” 闘う現場～」（総合 後8:00～8:43 関東甲信越ﾌﾞﾛｯｸ）は、子どもの顔もその

まま映し出されていたので、より現実的な問題として受け止められた。ワーキング

プアなどの貧困問題が叫ばれるなかで、子どもにも貧困が及んでいることに驚かさ

れた。 

 

○  ６月２日(日)ののんびりゆったり 路線バスの旅「早春の青森 十和田湖をめざ

して」は、俳優の平岳大さんが八戸から十和田湖を目指して旅をしていて、途中で
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“ナニャドヤラ”と呼ばれる踊りに参加するなど、地域に溶け込んだ旅だった。 

 

○  ６月２日(日)のＮＨＫスペシャル「密着 エネルギー争奪戦～日本の逆襲～」

（総合 後9:00～9:58）は、シェール革命によって世界のエネルギー構造が大きく

変わろうとしていることや、各国でエネルギーの争奪戦が起きていることが描かれ

ていて、非常にタイムリーな番組だった。シェールガスの出現によって、ＬＮＧな

どの他のエネルギーの価格がどうなったのかという、大きな構造についても解説が

あるとなおよかったのではないか。 

 

○  ６月３日(月)のクローズアップ現代「“最弱”チームは変われるか～桑田と東大

野球部～」は、東京六大学野球で１５年連続最下位の東大野球部が、元プロ野球選

手の桑田真澄さんの指導のもと、練習の量よりも質に重きをおいてトレーニングす

ることの重要性を学んでいて、学生にとっては非常に貴重な経験になったと思う。

また、技術を磨くためにみずから考えて行動することの重要性を伝えていて、野球

以外のいろいろな分野にあてはまるとても深い番組だった。 

 

○  ６月５日(水)の歴史秘話ヒストリア選「新選組最強ヒーロー！斎藤一～会津藩・

松平容保との絆～」（総合 前1:45～2:27.30）と、「坂本龍馬 暗殺の瞬間に迫る～

最新研究から描く幕末ミステリー～」（総合 前2:30～3:12.30）を続けて見たが、

どちらも大河ドラマ「八重の桜」に関連する内容で、興味深く見ることができた。

ヒストリアは史実に忠実に制作されており、ドラマとはまた違った楽しみを得るこ

とができると思う。 

 

○  ６月８日(土)のチョイス＠病気になったとき「認知症をくい止めろ」は、ゲーム

感覚で自分はどんな生き方を選択していくことがいいのか考えさせられる番組だっ

た。一般の人でも分かりやすい簡単なデータを使っているうえに、すぐに活用でき

る役立つ内容が盛り込まれていたので参考になった。番組のなかで、平成２４年現

在の認知症高齢者の数を305万人と紹介していたが、厚生労働省研究班の調べによ

ると462万人に上ることが６月１日に報道されていたので、より新しい情報で伝え

てもよかったのではないかと感じた。 

 

○  ６月８日(土)のＥＴＶ特集「富士山と日本人～中沢新一が探る１万年の精神史

～」は、中沢新一さんが、なぜ富士山は自然遺産ではなく文化遺産として世界遺産

登録されるのか、過去の歴史や祈り、信仰などを基に諸説伝えていて、非常に質の

高い番組だった。 
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○  ６月９日(日) と１６日(日)の時代劇アンコール「またも辞めたか亭主殿～幕末

の名奉行・小栗上野介」（前・後編）は、過去に放送された番組だったと思うが、

２週続けておもしろく見ることができた。 

 

○  ６月１２日(水)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」で、午前７時の冒頭でニュ

ースの項目を伝えるテロップに顔文字が使われていた。スポーツコーナーならまだ

しも、番組の冒頭に顔文字を出すことは適さないのではないかと感じた。 

 

○  ６月１６日(日)のＮＨＫスペシャル「中国激動 怒れる民をどう収めるか～密着 

紛争仲裁請負人～」は、中国内部で起きているデモや暴動、地方の腐敗や汚職など

がしっかりと報道されていた。中国の姿がよく見えてきた番組だった。中国であそ

こまで徹底した取材が出来るのはなぜなのか知りたかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

中国当局の意図もある程度理解しながら、取材する側としてバ

ランス感覚をもってやっている。ＮＨＫのこれまでの経験を生か

し、中国人の現場スタッフなどとも連携しながら取材にあたるこ

とが多い。 

 

○  ６月１８日(火)の「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～」（総合後10:00～

10:48）は、ＮＨＫの番組を見ている人ほど楽しめる番組だと感じた。民放のバラ

エティー番組との違いも意識しながら、バランス感覚をもって制作されている印象

を受けた。 

 

○  ６月１８日(火)の「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～」は、パロディーになり

きっていなかった。内輪の話で盛り上がっているようで、コントをするのであれば

自分たちの芸に徹底してほしいと感じた。今後もまた放送があるということなので、

巻き返しに期待したい。 

 

○  “ストップ風疹”のキャンペーンは、力の入った取り組みだと思う。自治体でも

さまざまな予防策や助成を行っているが、ＮＨＫが果たした役割も大きかったので

はないか。６月１８日(火)の「ニュースウオッチ９」で松岡康子記者が風疹につい

て解説していたが、翌日の「ＮＨＫニュース おはよう日本」にも出演し、別の内

容で解説していた。相当広く取材しているのだろうと感じた。風疹に限らず、予防

接種の割合が先進国のなかでは低い水準にあることは以前から言われていることな

ので、なぜ日本の予防接種が進んでいないのかを追求した番組も放送していっても
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らいたい。 

 

○  「歴史秘話ヒストリア」は、大河ドラマ「八重の桜」に関連する内容が多く放送

されているが、一方で、続けて放送するよりも、間隔をあけて会津や東北のことを

取り上げてもいいのではと感じた。 

 

○  ６月の「ハートネットＴＶ」では、「多様な“性”と生きている」をテーマに放

送されていたので興味深く見た。見ている人に分かりやすく伝えるという意識が番

組から感じられた。また、マツコ・デラックスさんの話も印象的だった。 

 

○  「クラシック音楽館」は、昨年度まで「ららら♪クラシック」が放送されていた

時間に、２時間じっくりとクラシック音楽が聞ける番組が戻ってきたので喜んでい

る人も多いと思う。 

 

○  最近、宮城県内では家族装い詐欺のようなものが多く発生している。ニュースな

どで被害が出たことは目にするが、事実を伝えるのはもちろんのこと、ＮＨＫには

注意を強く促す取り組みを行ってもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

詐欺事件については、報道機関として注意を呼びかけていくこ

とも重要だと考えている。事件を伝えるだけではなく、被害が出

ないような取り組みも工夫していきたい。 

 

○  先月、ＮＨＫ仙台放送局と宮城県亘理町で、災害が起きたときに臨時災害放送局

でＮＨＫのラジオ第１放送をそのまま放送することができる覚書を締結したという

ニュースを見た。そのメリットはどのようなところにあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

大規模な災害が発生した際に、臨時災害放送局が自分たちで放

送できない時間帯などに、ＮＨＫのラジオ第１放送をそのまま放

送することができるというものである。災害時にＮＨＫが持って

いる情報を地域にいち早く伝えてもらうことが重要だと考えてお

り、今後も他の自治体と覚書の締結を進めていく予定である。 

ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“応援職員”被災地を走る～

岩手県大槌町～」は、応援職員が苦労しながら奮闘していること

が伝わってくる番組だった。今後も共感していただける番組を作
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っていきたい。 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５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、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、視聴番組の東北Ｚ ＴＯＨＯＫＵメンコイらぼ「“おやつ”お調べ

いたします」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。 

続いて、「平成２４年度東北地方放送番組の種別ごとの放送時間」について、報告が

あった。 

最後に、６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。 

 

（ 出 席 委 員 ） 

委 員 長  島 守  賢  （八戸前沖さばブランド推進協議会顧問） 

副委員長  折 原  亨  （（学）文化学園山形女子専門学校 校長） 

委 員  伊 藤  洋 平  （秋田清酒（株） 代表取締役社長） 

浦沢 みよこ  （（株）インターサポート 代表取締役） 

 藤 沢  清 美  （(社)岩手県芸術文化協会常務理事） 

   藤 代  哲 也  （(株) 七十七銀行 常務取締役） 

 増子 恵美子   ((学) 福島学院 理事) 

 向 田  吉 広  （東北電力（株） 常務取締役） 

 蓬 田  隆 子  （（株）リブレ 代表取締役社長） 

 

 

(主な発言) 

 

＜東北Ｚ ＴＯＨＯＫＵメンコイらぼ「“おやつ”お調べいたします」 

（5月10日(金)総合 後8:00～8:43 東北ﾌﾞﾛｯｸ）について＞ 

 

○  単におやつを紹介するのではなく、東北の風土とともにおやつが取り上げられて

おり、若い世代には分かりにくかったかもしれないが、とてもいい番組だったと思

う。福島県の西郷村でポテトまんじゅうを作った人が、「食べるためとか生きるた

めだから、どうしたらいいかって考えます。考えると何かしら道が開けてくる」と

言っていて、このようなことを言える年代の人は少なくなってきていると感じた。

今の飽食の時代に暮らす子どもたちにぜひ見てもらいたい番組だった。その点、ス

タジオのゲストがはしゃぎすぎに感じられたので、子どもたちをスタジオに招いて

番組を進めてもよかったのではないか。 
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○  家庭的な雰囲気の番組で、家族で見られる楽しい内容だった。にぎやかに番組が

進められていたが、紹介されていたお菓子が派手なものではなかったので、番組を

盛り上げるという意味でも、少し大げさに伝えないと良さが伝わらないのだろうと

感じた。 

ゲストのロンドンオリンピック重量挙げ銀メダリストの三宅宏実さんは、落ち着

いていて非常に上手にリポートしていた。頭の回転の早さや礼儀正しさも伝わり、

気持ちよく見ることができた。民放も含めてさまざま料理番組が放送されているが、

ぜいたくな素材や高価な料理など、世間とかい離した番組が多いなかで、東北の素

朴なお菓子を丁寧に伝えていて、秀逸な内容だった。東北には、まだこういった隠

れたおやつが多くあると思うので、今後も取り上げていってもらいたい。 

 

○  たかがおやつとは言え、年月をかけて工夫し愛情を込めて作ったものであり、心

が入っていれば評価が得られるのだと感じた。スタジオでのゲストのトークは違和

感なく見ていた。多少大げさなほうが、ちょうどいいのではないかと感じた。 

 

○  取り上げた３つのお菓子は、どちらかというと地味なものだと思うので、番組で

いかにその良さを伝えるのか苦労したのではないか。それぞれのお菓子が地元で愛

され、生活の一部になっていることがよく伝わってきた。 

Ｂ級グルメはよく報道されているので、紹介されたお菓子がＢ級グルメとどう違

うのか、対比して伝えるとより分かりやすかったと思う。スタジオ部分をどう盛り

上げるか苦労しているように感じた。出演していたのが女性だけだったので、男性

も入ることで違った視点でも描けたのではないか。 

 

○  おやつという生活の中での楽しみごとがテーマであり、家族で楽しみながら見る

ことのできる内容だった。リポーターの３人がさまざまな分野で活躍する女性だっ

たが、年代が同じ人たちだったので、視点の違いがあまり感じられなかった。 

取材を受けた人たちの話から、それぞれの地域で誇りを持って地元のお菓子の伝

統が受け継がれていることを感じた。手軽にアレンジできるお菓子も紹介されてい

て、見ている人にとっても参考になったのではないかと思う。 

盛岡だんごの「しなみ」という言葉の意味が初めは分からなかったが、柳がしな

るイメージという説明があったので理解することができた。ただ、そのあとに紹介

されたおやつと「しなみ」がどの程度関係するのかが分かりにくかった。 

今回の番組は昔ながらのおやつを取り上げていたが、演出や出演者は若い人向け

だったように感じた。どういった年代や人たちに見てもらおうと考え制作したのか

教えてもらいたい。また、秋田県にゆかりのある三船美佳さんや、福島県郡山市出
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身の白鳥久美子さんが出演していたが、それぞれに関わりのある県と違った地域を

リポートしていた。これにはどういった意図があったのか。 

 

○  最初にテーマがおやつと聞いたときは子ども向けの番組なのかと感じたが、どの

年代に向けた番組だったのか。白鳥久美子さんや三船美佳さんのリアクションの大

きさが目立ったが、南部せんべいやだんごのようにシンプルな味のものは、多少大

げさに伝えないと視聴者に食べてみたいと思ってもらえないので、伝え方としては

よかったと思う。 

合原明子アナウンサーが、室長としてスタジオで番組を進行していたが、ゲスト

との話がぎこちなく、スタジオでの役割がはっきりしていなかった。番組をスムー

ズに進行し、何を伝えるべきなのか明確にすることが大切ではないか。 

紹介されたおやつの栄養価についても分かるとよかった。今回の番組では、手を

かけることの大事さや、これを伝えていくことの大切さを感じた。 

 

○  女子会のような雰囲気で、女性に受ける番組をうまく作っていたと思う。番組タ

イトルに「メンコイらぼ」とあったが、番組のなかではラボラトリーの要素は感じ

られなかった。 

「しなみ」という言葉の意味や使われ方についても解説があったので勉強になっ

た。また、三宅宏実さんが重量挙げの試合前にだんごを食べることがあるという話

も興味深かった。 

 

○  白鳥久美子さんは福島県郡山市出身だったが、八戸のせんべい汁について分かり

やすくリポートしていて親しみがもてた。また、ナレーターの平野文さんも八戸せ

んべい汁大使とのことだったので驚いた。 

南部せんべいにさまざまなものを挟んで食べていたが、以前は水あめを挟んで食

べたりもしていた。昔から行われてきたことだが、今でもいろいろなものを挟んで

食べているということが分かり興味深かった。今では南部せんべいが全国的にも有

名になってきて、自分で焼くことのできるお土産セットも販売されるようになって

いる。 

盛岡だんごで歯ごたえを表す言葉として使われていた「しなみ」という言葉は、

八戸などでは「しね」と言ったりもするので、地域によって表現が違うことが分か

り参考になった。 

 

 （ＮＨＫ側） 

今回の番組は、金曜日の午後８時台に放送するということで、

家族で見てもらえるような番組を目指して制作した。東日本大震
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災以降、この時間帯は震災に関連するドキュメンタリー番組や被

災地の現状を伝える番組を多く放送してきたが、今年度は家族で

楽しみながら見てもらえる番組も放送していく予定である。４０

代の親世代と１０代前後の子どもの皆さんに見てもらいたいと考

えている。 

合原アナウンサーには、前面に出るよりも裏方の立場で番組を

進行してもらっている。本人の個性や持ち味を生かしながら番組

のなかで存在感を示していければと考えている。 

リポーターが自分にゆかりのある地域と異なるところを訪れた

のは、必ずしもお国自慢のような形にならなくても、興味や表現

力でしっかりと情報が伝わると考えたからである。民放と同じよ

うな番組にならないためにも、どういった人にどのようなリポー

トをお願いするのかは、非常に重要だと考えている。 

これまでは「ここに技あり」というシリーズの番組を６年間制

作してきたが、「ＴＯＨＯＫＵメンコイらぼ」は違ったスタイルの

番組であり、どのような演出がいいのか工夫しながら制作した。

三宅宏実さんは初めてのリポートながら、持ち味を十分に出して

くれたと思っており、訪ねたところの人たちも非常に喜んでくれ

ていた。 

番組がにぎやかな印象になってしまったが、ゲストの人選も含

めて、スタジオでどのように話を展開していくのがいいのか検討

を重ねていく。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月１９日(金)の震災ドキュメンタリー２０１３「子どもたちのために」（総合 

後7:31～8:44 東北ﾌﾞﾛｯｸ）は、教育に関係する人にぜひ見てもらいたいと思う番組

だった。番組が訴えたいことや取材した熱意がよく伝わってきた。学校という場で

命を預かることの難しさや、判断を間違えることで多くの問題が生じるということ

が改めて感じられた。なぜこれほど多くの犠牲者が出たのかをしっかりと検証し、

記録した番組だった。今回は３人の子どもを亡くした夫婦と、教師だった息子を亡

くした母親に焦点をあてていたが、子どもを亡くした家族が多くいるなかで、少し

でも事実が分かるように継続的に伝え、検証していってもらいたい。 

 

○  ４月２６日(金)の東北Ｚ シリーズ支える 第１回「神戸からのメッセージ～Ｎ

ＰＯよろず相談室理事長・牧秀一～」は、阪神・淡路大震災での経験を生かして、
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東日本大震災の支援にあたる姿がしっかりと記録されていた。復興公営住宅に高齢

者や障害者を優先的に入居させたことによって、結果的に見ず知らずの人の中での

生活を余儀なくされ、孤独死につながってしまったことなど、阪神・淡路大震災の

教訓を生かして復興にあたらなければならないという強い気持ちが伝わってきた。 

 

○  東北Ｚ シリーズ支える 第１回「神戸からのメッセージ～ＮＰＯよろず相談室

理事長・牧秀一～」は、心にしみる番組だった。仮設住宅に１人で暮らしているた

めに話し相手も少なく、孤独に耐えながら生活しているという現実を周囲も分かっ

てはいるけれど、そこまで支援が行き届いていない現実が浮き彫りにされていた。

“支える”ということの大切さを改めて考えさせられる番組だった。 

 

○  東北Ｚ シリーズ支える 第１回「神戸からのメッセージ～ＮＰＯよろず相談室

理事長・牧秀一～」は、阪神・淡路大震災での経験から、高齢者の孤立や孤独死を

減らすために支援を続ける人を取り上げていた。復興のために支援をしたくても、

予算の確保に苦労している人は多くいると思うので、今後も継続的に放送してもら

いたい。 

 

○  ４月２９日(月)の特集ドラマ「ラジオ」（総合 後7:30～8:43 東北ﾌﾞﾛｯｸ）は、

とても引き寄せられる番組だった。実際に女川さいがいＦＭに参加していた女子高

生のブログを原作に作られたドラマで、それぞれの気持ちの変化がよく描かれてい

た。ただ、主人公が取材を受けている場面で、失礼な取材を受けたように見えたが、

インタビューが終わったあとに主人公が「ありがとう」と言ってた真意がよく分か

らなかった。 

 

○  ５月９日(木)の被災地からの声「宮城県七ヶ浜町」で、津波の被害から免れた自

宅で暮らす夫婦が、地区で暮らす人が減って人恋しくなるため、家の外を歩く人を

双眼鏡で見ることがあると言っていて、非常に胸が熱くなることばだった。被災地

の復興がどう進展しているのかが一番分かる番組だと思う。スケッチブックに書い

たことばには心がこもっており、いつも感動させられている。 

 

○  ５月１０日(金)のクローズアップ東北「求む“家庭医”～被災地から変わる日本

の医療～」は、現実にある課題を社会に投げかけるという点で、とてもよい番組だ

った。かかりつけ医と家庭医の違いを具体的に解説するなど、理解が深まる番組だ

った。仮設住宅での生活もまだ続くことが予想されるなかで、避難生活がどう体や

心に影響を及ぼすのか、継続して取り上げてもらいたい。 
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○  ４月２６日(金)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「ふるさとの記憶」（総合 後

10:00～10:49）は、見るのがつらい番組だった。「根こそぎの喪失感」という言葉

は、震災によってすべてを失い、その記憶までも失ってしまうという現実の恐怖感

をよく表していた。京都大学防災研究所の宮本匠さんが、震災で被災した人の気持

ちの経過を復興曲線で表していたが、震災から２年が経過しても震災直後の気持ち

よりさらに復興曲線が落ち込んでいて、「根こそぎの喪失感」をよく示していた。

失われた町を模型で復元するプロジェクトが紹介されていたが、復元するというこ

とよりも、みんなで集まって町への思いを話したりすることで喪失感を埋めようと

しているのではないかと感じた。 

 

○  ５月１日(水)の「小良（おら）ヶ浜ふたたび～福島・原発の浜の漁師たち～」

（総合 前0:40～1:39）は、東京電力福島第一原発から約６ｋｍの距離にあり、原

発を受け入れてきた日本一小さな漁港が舞台だった。原発事故によって先祖から守

り続けてきた海で漁が出来なくなってしまった漁師の苦悩や葛藤が、過去の映像も

交えながら伝えられていた。放送時間が深夜だったので録画して見たが、もう少し

見やすい時間で放送してもらえるとよかった。 

 

○  ４月２１日(日)のＮＨＫスペシャル「家で親を看取（みと）る その時あなた

は」は、看取（みと）りの場所がこれまでの病院から在宅へ移行していくことでの

家族の戸惑いや葛藤がよく伝わってきた。介護をする側とされる側の表情もしっか

りと捉えられていたので、そこにいる人たちの気持ちを読み取ることができた。

2025年（平成３７年）までに７５歳以上の高齢者が全国で最も増加する横浜市が紹

介されていたが、集団就職などで都会に出た人たちが高齢化を迎えており、他の自

治体でも同様の課題が起こるのではないかと感じた。在宅医療を行う医師が必ずし

も多くないなかで、制度と現実の問題点についても今後取り上げていってもらいた

い。番組のなかで、胃ろうを中止するかどうかの話し合いが行われていたが、延命

を中止する判断に至ったいきさつがあまり描かれていないような気がした。そこに

至るまでに家族や在宅医にどのような課題や葛藤があったのかが重要な部分だと思

うので、もう少し丁寧に伝えてもらえるとよかった。 

 

○  ４月２６日(金)のドキュメント７２時間「横須賀基地 お見合い大作戦」は非常

におもしろかった。異性と知り合う機会が少ない洋上の隊員たちのために、このよ

うな場があることを初めて知ることができた。 

 

○  ４月２９日(月)の「足元の小宇宙～８２歳 植物写真家と見つめる生命～」（総

合 前8:20～9:19）は、身近にある自然を撮影している８２歳の植物写真家が、自
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然体で撮影している姿が印象的だった。撮影した映像も非常にきれいだった。年齢

を重ねても何かに熱中できるのはすばらしいことだと感じた。 

 

○  ５月１日(金)のぐるっと食の旅 キッチンがゆく「活気みなぎる朝市で春の魚を

～青森・八戸市＆五戸町～」は、三倉茉奈さんと地元のシェフがサクラマスやごぼ

うを使って料理に挑んでいて、楽しく見た。 

 

○  ５月４日(土)の突撃 アッとホーム「大型連休“こんな家族旅行をしてみた

い！”スペシャル」の「幸せサプライズ」のコーナーは、父親の定年退職の日に感

謝の気持ちをダンスで伝えるとてもよい企画だった。こんなことをしてもらえたら

うれしいだろうなという気持ちになる番組だった。 

 

○  ５月５日(日)のＮＨＫスペシャル「新生 歌舞伎座 檜（ひのき）舞台にかける

男たち」は、新しい歌舞伎座が完成するまでに密着していて見応えがあった。回り

舞台は遊園地のメリーゴーラウンドを製作する会社が作ったことなど、舞台ができ

るまでに多くの人が関わってきたことが丁寧に取材されていた。役者の皆さんの思

いや、ふだん見ることのできない裏方の部分を知ることができた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「新生 歌舞伎座 檜（ひのき）舞台にかける男たち」は非常

によい番組だったが、番組タイトルに「男たち」が必要だったのかは疑問に残った。

裏方では女性も歌舞伎の伝統を支えているので、必要なかったのではないかと感じ

た。 

 

○  ５月６日(月)の「激闘！美食のワールドカップ～フランス料理世界一をめざせ

～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後9:00～10:59）は、これまで上位に入れなかった日本のシェフ

が世界各国のシェフと腕を競い合い、今回初めて３位に入ることができ本当によか

った。それぞれが料理に命をかけて真剣に取り組んでいることが伝わってくる番組

だった。 

 

○  ５月８日(水)の歴史秘話ヒストリア「坂本龍馬 暗殺の瞬間に迫る～最新研究か

ら描く幕末ミステリー～」では、坂本龍馬暗殺についてこれまでも番組や書籍など

で取り上げられてきたが、坂本龍馬が誰によって殺害されたのか、さまざま歴史資

料を基に詳しく解説されていた。坂本龍馬のものと見られる血痕が残る掛け軸や、

テレビ初公開の資料など興味深く見た。大河ドラマ「八重の桜」のストーリー展開

と重なっており、タイムリーな番組だった。 
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○  歴史秘話ヒストリア「坂本龍馬 暗殺の瞬間に迫る～最新研究から描く幕末ミス

テリー～」は、坂本龍馬が暗殺されたときの様子を、これまでとは違った史料から

推理していて興味深かった。 

 

○  ５月１１日(土)のＮＨＫスペシャル メイド・イン・ジャパン 逆襲のシナリオ

Ⅱ 第１回「ニッポンの会社をこう変えろ」（総合 後9:00～9:58）と、５月１２日

(日)のＮＨＫスペシャル メイド・イン・ジャパン 逆襲のシナリオⅡ 第２回

「新成長戦略 国家の攻防」（総合 後9:00～9:58）は２夜連続の放送だったが、技

術では海外に勝ってきたが政治では負けた日本の経済が描かれていた。日本の製造

業が海外との競争に勝つためにはどうすればいいのか考えさせられる番組だった。 

 

○  ５月１１日(土)の東北発☆未来塾「漁業のチカラ 魚離れってホント？」は、魚

の消費が伸び悩んでいるという問題提起と、どうすれば食べてもらえるのかという

具体的な取り組みが紹介されていた。生産者にとっては励みになり、消費者にとっ

ては実践してみようと思える番組だった。 

 

○  ５月１３日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「希望のリハビリ、ともに闘

い抜く リハビリ医・酒向正春」は、脳神経外科医の経験を生かして脳卒中患者を

診察する医師が、患者に寄り添いながらリハビリにあたる姿が印象的だった。 

 

○  ５月１４日(火)のハートネットＴＶ「支えあえば笑顔に～山形・大蔵村の在宅医

療～」は、全国で在宅医療が進まないなかで、診療所の医師を中心に在宅医療に取

り組み、在宅でみとる割合が３割を超える山形県大蔵村が紹介されていた。地方で

もここまで先進的に出来ることがよく分かった。 

 

○  ５月１５日(水)のあさイチ「私がオちたワケ 女のアルコール依存」（総合 前

8:15～8:55）は、なぜアルコール依存症に陥ってしまうのか、具体的な数値や専門

家の意見とともに丁寧に説明されていたので分かりやすかった。朝の時間帯に放送

することで、夜見るよりも説得力があったと思う。 

 

○  ５月１５日(水)のクローズアップ現代「１０００年後の命を守るために～どう伝

える 震災の教訓～」は、東日本大震災の教訓を後世にどう伝えて、今後起こり得

る災害に備えていかなければならないのかを示した番組だった。 

 

○  「ＮＨＫニュース おはよう日本」のまちかど情報室で、２人のアナウンサーの

会話に違和感を覚えることが多い。淡々と紹介したほうが視聴者にも分かりやすく
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伝わるのではないか。 

 

○  連続テレビ小説「あまちゃん」は、セリフの細かいところまでユーモアが盛り込

まれていて毎回楽しみに見ている。小泉今日子さんが町おこしについて語るセリフ

など、共感するところが多くあるのもこの番組の魅力だと思う。 

 

○  岩手県の地方新聞にも、連続テレビ小説「あまちゃん」の効果で地元に多くの観

光客が来ていることが掲載されていた。被災地の復興にはずみをつけた番組だと思

う。 

 

○  今年度から放送している「伝えてピカッチ」は、「連想ゲーム」とは違い、何の

学びもない退屈な番組だ。笑える部分はあるが、一瞬だけであり、内容が頭に残ら

ない。 

 

○  東北は民俗芸能の宝庫であるが、近年さまざまな分野で後継者不足に陥っている。

ＮＨＫには、若い人に民俗芸能に関心を持ってもらえるような番組や取り組みを行

ってもらいたい。 

 

○  今月、青森県八戸市の蕪島や種差海岸などが三陸復興国立公園に指定される。青

森放送局でも関連する企画や番組を放送しており、連続テレビ小説「あまちゃん」

のように、観光客の増加につながってくれるといいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

さまざまな番組に好評な意見をいただき感謝申し上げる。今後

も被災地の復興に貢献できるような番組を放送していくとともに、

「東北Ｚ ＴＯＨＯＫＵメンコイらぼ」のような家族で楽しめる

番組も放送していきたい。 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２５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、１８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、視聴番組のクローズアップ東北「アスベスト 被災地に潜むリス

ク」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、５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。 

 

（出席委員） 

委 員 長  佐 藤  瀏  （岩手大学 名誉教授） 

副委員長  折 原  亨  （（学）文化学園山形女子専門学校 校長） 

委 員  浦沢 みよこ  （（株）インターサポート 代表取締役） 

 島 守  賢  （八戸前沖さばブランド推進協議会顧問） 

 鈴 木  素 雄  （河北新報社 編集局長） 

   藤 代  哲 也  （(株) 七十七銀行 常務取締役） 

 増子 恵美子   ((学) 福島学院 理事) 

 蓬 田  隆 子  （（株）リブレ 代表取締役社長） 

 

 

(主な発言) 

 

＜クローズアップ東北「アスベスト 被災地に潜むリスク」 

（4月12日(金)総合 後7:30～7:55 東北ﾌﾞﾛｯｸ）について＞ 

 

○  コンセプトがはっきりせず、何を伝えたかったのかが分かりにくかった。震災直

後から問題視されていたことだと思うので、もう少し早く取り上げてもらえるとよ

かった。 

キャスターのアナウンサーは初めての担当だったが、少し気負い過ぎている印象

を受けた。 

被災した建物からアスベストが出てきたにもかかわらず、それを除去せずに解体

してしまう理由や問題点がもっと具体的に説明されていると、見ている人にとって

も身近に感じられたと思う。 

中皮腫の死亡者数が増加していることについてグラフで説明していたが、アスベ

ストを吸い込むことでリスクが高まるということは、病状の映像を見せることでよ

り分かりやすくなったのではないか。また、震災をきっかけに中皮腫による死亡者
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が急激に増えたわけではないので、被災地のリスクというテーマとどう関係するの

か理解しにくかった。 

 

○  社会全体でアスベストの危険性を正しく認識していないことが、そのリスクが放

置されてきた原因だと思う。番組で「社会全体のリスクの認識が弱い。リスクの認

識度を上げていかなければいけない」と言っており、そのとおりだと感じた。アス

ベストを吸ってしまうことが中皮腫の原因になるということは分かっていたが、そ

の潜伏期間が４０年から５０年にも及び、今後も中皮腫を発症する人が増加し続け

るということは知らなかった。分かっていたつもりでも、実際は正しく理解してい

ないことが多いので、社会全体で問題を認識していくことが、ずさんな解体工事な

どを防ぐ手だてにもなるのではないか。 

震災によって多くのがれきが出たことで、早急にがれき処理をしなければならな

いことはある程度やむを得ないが、国や自治体がしっかりと管理していかなければ

ならないと思う。 

報道機関がアスベストについて取り上げることは、社会全体に問題を知ってもら

うという意味でも重要な役割を果たしている。自治体や解体業者が適切に対応し、

無用な健康被害を発生させないためにも、これからもその危険性を伝えていっても

らいたい。  

 

○  復興半ばの被災地では、まださまざまな課題を抱えていることを改めて認識させ

る番組だった。 

兵庫県神戸市のアスベスト対策の取り組みや、作家の藤本義一さんが中皮腫で亡

くなったことなどを取り上げていて、身近に存在するものが死に至るということを

しっかりと問題提起していた。また、実際に解体現場で働いている人たちにとって

も、粉じんマスクを徹底するなどの注意喚起にもなる番組だったと思う。 

アスベストが、それに関わる人たちだけの問題ではなく、私たちの身近にも存在

するということを実感した。ふだんの生活のなかでは気がつかない身近な問題を分

かりやすく伝えていたので、その問題の重要性が伝わったと思う。 

 

○  被災地以外のアスベストの問題についても取り上げていたことで、どの地域でも

起こりえるということは伝わってきたが、一方で被災地が抱えるアスベストの問題

が薄れてしまった。番組タイトルに“被災地”と入っていたので、もう少し被災地

の実情について取り上げたほうが今後に残っていく番組になったのではないかと感

じた。 

仙台市の中心部にある解体現場でもアスベストが発生していたことが取り上げら

れていて、私たちの身近なところでもアスベストが存在することを改めて認識した。 
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○  アスベストを吸い込むことで肺がんや中皮腫といった病気になるということを番

組の前半で説明していたが、どういった病気でどれほど危険なものなのかをもう少

し丁寧に説明してもらえるとよかった。 

過去にアスベストの危険性が取り上げられたが、その記憶が薄れてきているなか

で、震災による建物の解体やがれき処理によって被災地で再び大きな問題になって

いることが浮き彫りにされていた。中皮腫のように発症するまでの期間が長い病気

は、しっかりと記録し、今後に伝えていくことで被害を抑えることにもつながるの

ではないかと感じた。 

 

○  ２５分間という番組のなかでアスベストの問題を論じるのは短かったと思う。限

られた時間のなかでは、アスベストの問題を被災地に絞って伝えたほうがよかった

のではないかと感じた。 

阪神・淡路大震災の直後にがれき処理などにあたった市の職員が中皮腫を発症し、

その後、労災認定されたという事例もある。東日本大震災の被災地でも、今後同様

のことが起こりえることを考えると、阪神・淡路大震災の影響が今どう出ているの

かについても詳しく伝えてほしかった。 

アスベストの問題が簡単に解決するものではないことは分かっているが、番組の

後半で「社会全体のリスクの認識が弱い。リスクの認識度を上げていかなければい

けない」などと、精神論のような議論で終わってしまったのが残念だった。現在議

論されている法改正や行政の動き、そして、東海地震が想定されるなかで、自治体

が防じんマスクを事前に準備するなどの具体的な提言があってもよかった。 

キャスターのアナウンサーは、初めてということもあって力が入っていた。次の

放送では、もう少し自然体での放送を期待したい。 

 

○  このように、身近に存在する問題を提起し、将来への記録として残していく番組

が必要である。建物の施工、解体に携わる人たちの認識を高めるという意味でもい

い番組だった。東日本大震災の被災地だけではなく、今後起こりうる震災でも危惧

されることだと思うので、継続的な取材と情報の発信をお願いしたい。 

２５分間という時間のなかでアスベストの問題を伝えるのは短かった。当時は問

題になっていなかったが、後々になってから問題を引き起こすことがある。今回の

番組を通じて、国が的確に対応し、国民の命を守っていくことの大切さを改めて感

じた。 

 

○  東日本大震災の被災地で、大量のがれきからアスベストが飛散していることに警

鐘を鳴らすことは大事なことだと思う。現在も被災地でがれきを処理するために働
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いている人たちが、４０年後に中皮腫を発症しないように今から適切な対策をとっ

てもらいたい。 

国や自治体、業者などが被災地のがれき処理を懸命に行っていると思うが、アス

ベストへの対策をどこまで適切に行っているのかが分からなかった。被災地の実態

についてもう少し詳しい説明があるとよかった。 

去年、中皮腫で亡くなった作家の藤本義一さんを取り上げていたが、いつどこで

アスベストを吸ってしまったのかは分からなかった。被災地で起きている問題と関

連する話ではなかったので、番組の焦点が散漫になってしまう印象を受けた。 

番組のなかで、注目すべきポイントを紹介するコーナーは、何がポイントで真実

なのかということをよりシンプルに伝えたほうが視聴者にとっても理解しやすいの

ではないかと感じた。今後の伝え方についても検討し、工夫していってもらいたい。 

 

○  震災をきっかけにして、建造物に隠れていたアスベストが広範囲にわたって表面

化し、それに伴ってがれきの処理や破損した建設物の撤去が難しくなりコストもか

かることがよく分かった。 

震災のがれきは、処理の遅延や放射能汚染による受け入れの問題などがクローズ

アップされがちだが、アスベストの問題はこれまで懸念されていながらその実態が

明らかにされてこなかった。この問題を広く周知するという視点でも非常に有効な

番組になったと思う。 

通常、アスベストの使用が確認された建物を解体する場合、事前にアスベストを

除去しなければならないが、作業を請け負った業者がコストや煩雑さを理由に必要

な処置をとっていなかったことや、さまざまな自治体の取り組みが取材されていて

非常に分かりやすかった。一方で、適切な対応を取らなかった業者はどのような責

任が問われるのかという部分をもう少し掘り下げてもらえるとよかった。 

かつて建材や断熱材として使用されてきたアスベストは、発見することが難しく、

また、見つけたとしても風評被害の原因となりかねないために公表が非常に難しい。

そのため、知らないうちにアスベストを吸い込む危険があることがよく分かった。

日常に潜む危険を短い時間で分かりやすく伝えていた番組だった。 

 

 （ＮＨＫ側） 

震災直後から、被災地のがれきについて取材してきた。アスベ

ストの問題は当時から言われていたが、目の前で起きている課題

や問題を優先し、アスベストの問題になかなか手をつけられなか

った。そうしたなかで、昨年８月に、阪神・淡路大震災で被災し

た建物の復旧作業に従事した男性が、中皮腫で死亡したのはアス

ベストが原因だとして、震災復旧作業に関連するものとしては３
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人目の労災認定を受けた。それをきっかけに改めて被災地のアス

ベストの問題を取材しなければと考えた。 

アスベストが人体に与える影響が、必ずしも被災地の人には知

られていない。いかに被災地の人に関心を抱いてもらい、自分た

ちの問題として認識してもらうかが重要だと考え制作した。中皮

腫の潜伏期が４０年から５０年にもなるということも、アスベス

トに対する意識を低くしている要因の一つだと思う。命に関わる

ことなので、被災地でがれきの処理に携わる人だけではなく、身

近な問題として存在することを多くの人に知ってもらうことが大

切だと思う。 

アスベストが被災地だけの問題ではなく、全国で同じ問題があ

るということを伝えようと、被災地以外の事例や他の自治体の取

り組みも紹介することにした。 

キャスターのアナウンサーは今回初めて番組を担当したので、

少なからず力が入っていたところはあった。番組の着目点はどこ

にあるのかということを明確にして伝えていきたいと考えている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月６日(土)の「マイケル・サンデル白熱教室＠東北大学 特別編」（総合 前

10:05～11:18 東北ﾌﾞﾛｯｸ）は、東北大学で収録された番組で、周囲でも見ている人

が多かった。復興のあり方についてさまざまな意見があると思うが、互いの意見を

共有したうえで、自分の考えに基づいて前に進んでいけばいいのだと感じた。 

 

○  ４月１２日(金)のシリーズいわて「ふるさとの記憶 ～第１回山田町～」（総合 

後7:30～7:55 岩手県域）は、震災による津波で失われた街を、模型で復元し記憶

を聞きとっていくという取り組みが紹介されていて、いい番組だった。他の地域で

もこうした取り組みが広がれば、すばらしいことだと思う。 

 

○  ４月１２日(金)の東北Ｚ「彼女の選択 ～福島→北海道→チェルノブイリ～」は、

原発事故によって福島から札幌へ自主避難をしている、コミュニティーＦＭのパー

ソナリティーを務める２８歳の女性に焦点をあてた番組だった。過去に原発事故と

いう同じ境遇を経験したチェルノブイリに行って、事故後の経験や生活について話

を聞くなかで、さまざまな思いが交錯していく姿が印象的だった。原発事故による

放射能汚染から避難することで、それが非難されることもあるようだが、その土地

に残る人も避難する人もそれぞれの生き方があり、お互いを尊重していくことが必
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要だと感じた。 

 

○  東北Ｚ「彼女の選択 ～福島→北海道→チェルノブイリ～」は、福島県で暮らす

人がこの番組を見たときにどう感じるのかという視点で見たが、賛否が分かれる内

容だったと思う。福島県では、避難した人と福島にとどまった人との間に温度差の

ようなものがあり、デリケートな問題になっている。なぜ福島で暮らす人ではなく、

あえて避難をした人に焦点を当てたのかが分かりにくかった。番組が札幌に避難し

て笑顔で暮らす姿から始まったので、福島に残って悲観的な気持ちで暮らしている

人たちが見たときに、不愉快な気持ちになるのではないかと感じた。 

チェルノブイリの原発事故によって子どもを産むことを諦めたという女性の話や、

実際に今でも子どもに影響が出ているという話は、福島でも今後同じような危険が

あるのではないかと連想させるような場面で、原発事故の影響を受けて暮らす人を

さらに心配させてしまうのではないかと危惧した。また、番組の最後は、福島市の

信夫山で線量計を手にしてアラーム音が響くなかで終わっており、不安をあおるだ

けで何を伝えたかったのか分からなかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

番組で取り上げた彼女は、自主避難をした札幌で、コミュニテ

ィーＦＭのパーソナリティーとしてさまざまな葛藤や思いを抱き

ながら活動している。特別な一人としてではなく、福島の一つの

象徴として取り上げた。番組の最後が線量計のアラーム音で終わ

ったのは、放射線量が高いことに慣れてきてしまっている現実の

なかで、実際にはまだ危険があるということを伝える意図があっ

た。 

番組では一人に焦点を当てて取材したが、複数の多様な意見を

盛り込んでもよかったと思っている。 

 

○  ４月１７日(水)の「ニュースやまがた６時」（山形県域）のなかで、震災で色あ

せたり汚れてしまったりした被災地のこいのぼりを染色し、再生させている山形の

職人を紹介していた。地元で被災地のために頑張っている人を知ることができ、ほ

のぼのとした気になった映像だった。 

 

○  ４月６日(土)のＥＴＶ特集「“原発のリスク”を問い直す～米・原子力規制元ト

ップ 福島への旅～」では、アメリカの原子力規制委員会の元委員長でもあるグレ

ゴリー・ヤツコさんが、原発事故によって変わり果てた福島県浪江町を訪れ、実際

にそこで暮らしていた人たちの話を聞いたうえで、的確なことを言っていた。「国
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や電力会社が、原子力発電を稼働するにあたっては、『大量の放射性物質の放出や

住民の大規模避難を許さない』という社会契約が住民との間には欠かせない」と言

っていたことがとても印象的だった。原発の反対や再稼働を唱えるだけではなく、

私たちが守るべきものは何なのかを考えさせられる内容だった。 

 

○  ４月７日(日)の明日へ－支えあおう－「渡辺謙 僕に、できること～“復興”を

見つめた２年～」は、渡辺謙さんが自ら東北に足を運び、被災地で暮らす人たちと

コミュニケーションを図っていて、改めて彼の取り組みの素晴らしさを実感した。 

 

○  ４月７日(日)のＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅢ 巨大地震 第１回

「次の直下地震はどこか～知られざる活断層の真実～」と、４月１４日(日)のＮＨ

Ｋスペシャル ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅢ 巨大地震 第２回「揺れが止まらない～

“長時間地震動”の衝撃～」は、膨大な情報に的確な分析を加え、見せ方も工夫し

ており、ＣＧも交えて緊迫感のある番組になっていた。 

 

○  ＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅢ 巨大地震 第１回「次の直下地震は

どこか～知られざる活断層の真実～」と、ＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ

Ⅲ 巨大地震 第２回「揺れが止まらない～“長時間地震動”の衝撃～」は、科学

的な見地からもよく分析されており、ＣＧを使って視覚的に解説することで、人間

がさまざま技術を駆使しても巨大地震に対応することが難しいということを改めて

感じさせる番組だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡＱＵＡＫＥⅢ 巨大地震 第２回「揺れが止まらな

い～“長時間地震動”の衝撃～」は、地震が起きたときのシミュレーションがＣＧ

で表されていて非常にインパクトがあった。長時間地震動が起こるのはなぜか、今

後同じ規模の長時間地震動が発生したときにどう対処していかなければならないの

か、難しい対応が迫られていることが丁寧に取材されていたので、多くの人に見て

もらいたい番組だった。 

 

○  ４月１４日(日)の明日へ－支え合おう－「あなたに～瀬戸内寂聴 心を語る～」

（総合 前10:20～11:08）は、２月に東北大学で行った説法を中心に、被災地を訪

れた映像も交えながら、これまでどのような取り組みをおこなってきたのかが描か

れていた。瀬戸内寂聴さんの「この国の未来を引き継いでいくのは子どもたち」や

「亡くなった人の魂は愛する人のそばにいる」という言葉から、被災地に対する強

い思いが伝わってきた。番組を見ながら自分自身の心が洗われるような、穏やかな

気持ちになる番組だった。 
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○  明日へ－支え合おう－「あなたに～瀬戸内寂聴 心を語る～」は、瀬戸内寂聴さ

んが言葉で被災者の心を整理するという役割を果たしていたと思う。被災した人を

近くで支えていくことが今後も必要だということを感じさせる番組だった。 

 

○  ３月２４日(日)のＮＨＫスペシャル「完全解凍！アイスマン～５０００年前の男

は語る～」は、夢のある番組で非常に興味深い内容だった。 

 

○  ３月３１日(日)のＮＨＫスペシャル「魂の旋律～音を失った作曲家～」は、両耳

の聴力を失いながらも交響曲を書きあげた佐村河内守さんに密着した番組で、現代

のベートーベンと呼ばれる作曲家がいることは知らなかった。交響曲第１番“ＨＩ

ＲＯＳＨＩＭＡ”という曲は、不思議と体が熱くなるような感動する曲だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「魂の旋律～音を失った作曲家～」で、被ばく二世でもある佐

村河内守さんが作曲した、交響曲第１番“ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ”が演奏されていた

が、非常にすばらしい曲で、ＣＤ売上も既に７万枚を超えるなど、クラシックとし

ては異例の販売数となっているのも納得できた。自身が耳鳴りに苦しみながらも、

障害のある子どもたちや被災地で苦しむ子どもたちを、音楽を通じて励まし続ける

姿は、人のために何かをすることに限界はないということを感じさせるものだった。 

 

○  ４月４日(木)の仕事ハッケン伝「吉木りさ×バスツアー企画」は、タレントの吉

木りささんが一生懸命働き、結果を出していて、失敗をしながらもそれを乗り越え

て頑張る姿がよく見えた番組だった。また、４月１１日(木)の仕事ハッケン伝「富

永愛×左官」は、トップモデルでもある富永愛さんが左官の仕事に熱心に取り組む

姿が印象的だった。 

 

○  ４月８日(月)のアスリートの魂「生きるためリングへ ボクシング 来家恵美

子」は、かつて世界タイトル３階級を制覇した女性ボクサーが、３７歳になっても、

幼いころに児童養護施設で育った不安や孤独から救ってくれたボクシングに必死に

挑む様子から、彼女の熱い思いが感じられた。最近始めたというパン作りのシーン

が印象的で、厳しいトレーニングのなかにも彼女のこれからの生き方が感じられた。 

 

○  ４月８日(月)のワイルドライフ「地中海 知られざる自然 マッコウクジラ 家

族の結束を見た」は、マッコウクジラを至近距離で撮影した姿や、モンクアザラシ

の子育ての様子が美しい地中海の風景のなかで記録されていて、ぜいたくな映像を

楽しむことができた。 
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○  ４月１３日(土)のチョイス＠病気になったとき「認知症をくい止めろ」は、認知

症が発症する前に何をチョイスすることがいいのかゲーム感覚で紹介しており、楽

しみながら知識を得ることができた。予防のために時間や手間をかけずに手軽に出

来ることが分かりやすく説明されていたので、今後も楽しみな番組だった。 

 

○  ４月になり、連続テレビ小説「あまちゃん」がようやく始まった。岩手県久慈市

を舞台にしており、非常に身近に感じながら見ている。東京方面から北三陸へ向か

う場面で、番組では宮古を経由しているが、実際には新幹線で八戸を経由して向か

うのが通常のルートだと思う。現実とややかい離している印象を受けた。驚いたと

きに使われる「じぇじぇじぇ」という言葉は、実際には「ゲゲゲ」という音に近い

ので、少し違和感があった。 

 

○  連続テレビ小説「あまちゃん」は、朝からさわやかに見られる内容となっている。

東北の魅力やすばらしい景色を多くの人に見てもらいたい。 

 

○  連続テレビ小説「あまちゃん」は、笑いも盛り込んだ演出がところどころにあっ

て楽しく見ている。まだスタートしたばかりなので、今後の展開に期待していきた

い。 

 

○  連続テレビ小説「あまちゃん」は、能年玲奈さんの演技が上手で感心しながら見

ている。これから、彼女がどのように成長していくのかが楽しみだ。 

 

○  「プロフェッショナル 仕事の流儀」は、毎回１人を深く掘り下げた番組でじっ

くり見ることができるので、楽しみに見ている。 

 

○ 「スペシャル時代劇 大岡越前」は、テーマ音楽が民放で放送されていたときと同

じものだったので、番組のイメージも損なわれず、楽しく見ることができる。 

 

（ＮＨＫ側） 

クローズアップ東北「アスベスト 被災地に潜むリスク」に限

らず、視聴者にとって“なるほど”と思ってもらえるようなコメ

ントをしていくことが大切だと考えている。キャスターの役割を

どう果たしていくか、制作現場で考えてもらいたいと思っている。 

東北Ｚ「彼女の選択 ～福島→北海道→チェルノブイリ～」で

は、この番組を見て福島で暮らす人はどう思うのかなど、制作者
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はさまざまな角度から想像力を働かせて番組を作る必要があると

感じた。 

連続テレビ小説「あまちゃん」は、地元でも好評を得ているの

で、観光客が押しかけるようなブームにつながるよう、今後も継

続して盛り上げていきたい。 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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