
1 

平成２７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、１９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、前回の番組審議会での答申を受け「平成２７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２７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、「東日本大震災から４年」関連の番組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月の番組編成について説明の後、放送番組モニター報告と視聴者意向報

告が行われ、会議を終了した。 

 

 

（ 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） 

畑中みゆき  （ＮＰＯ法人 High-Five 理事長） 

藤沢 清美  （(一社)岩手県芸術文化協会理事） 

向田 吉広  （東北電力（株） 常務取締役） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２７年度 東北地方向け地域放送番組編成計画」について＞ 

 

○  「各放送局が連携して広域の情報発信を強化する」とあるが、具体的な方法や内容

があれば教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

具体的な内容はこれから考えていくが、例えば、山形と宮城の両県に

位置する蔵王連峰の火山活動の問題など、広域で関心が広がるような問

題について、協力して取材し、ニュースで取り上げるといったことを想
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定している。これからさまざまな課題を見つけ、共有できるものは共有

し、シリーズを組むなど、各局と連携して取り組みたいと考えている。 

 

○  金曜日の「クローズアップ東北」や「東北Ｚ」などの時間に、各局が連携し、しっ

かり取材した内容を放送していただければありがたい。 

 

 

  ＜「東日本大震災から４年」関連の放送番組について＞ 

 

○  ２月２７日(金)の東北Ｚ「津波を生き延びた仏たち～よみがえる故郷への祈り～」

を視聴した。平安・鎌倉時代から生き残っている文化財は、津波が来ないぎりぎりの

所に安置され、生き残ってきたという分析があった。なおかつ、仏が安置された場所

が今回、貴重な避難所にもなったことも紹介された。防災・減災を語るときに、古い

文化財が何か物語っているということをすくいとった、非常によい着眼点の番組だっ

た。また、庶民信仰との関わりにもきちんと目配りをしており、神・仏が生活の一部

としてある東北の信仰の姿を、活写していたと思う。 

仏像は鑑賞の対象物でもあるが、それだけではない存在として捉えるのは、東北独

特の感覚だと思う。最後に福島県南相馬市にある泉観音堂の「里守仏」とよばれる仏

が紹介されたが、地域にとって、まさしくその名のとおりの存在なのだろうと思う。 

１月２３日(金)に放送した東北Ｚ「即身仏～東北に息づく信仰の謎～」も良かった

し、このところ東北各局のＮＨＫが制作する民間信仰を見つめる番組は非常にすぐれ

ているという印象を持った。 

 

○  ３月１５日(日)の宮城県の朝のニュースで、国連防災世界会議の一環で開催された

フォーラムに、石巻市大川小学校の卒業生が出席し、被災した校舎を震災遺構として

保存してほしいと訴えたことが紹介された。当事者である子どもの声が聞けたのはと

てもよかった。 

震災から５年目に入り、どうしても記憶は薄れ、風化していく。テレビやラジオな

どの力を使って、風化させないよう、地震が起きたらすぐに高いところに逃げようと

呼びかけるなど、防災意識を高めるような番組を発信し続けてほしい。 

 

○  ２月２２日(日)の明日へ－支えあおう－ 証言記録 東日本大震災 第３８回「宮

城県女川町～“巨大防潮堤は要らない”決断のわけ～」は、女川町の巨大防潮堤の建

設をめぐる議論を取材した番組だった。震災直後は、安全を守るために防潮堤を作り、

海と陸を遮断しようという計画が、次第に、防潮堤で津波を防げるのか、逆に危険な

状況を生むこともあるのではないかというような意見も出てきて、最終的には逃げれ
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ばいいということになり、巨大防潮堤を作るのをやめる決断に至ったという内容だっ

た。時の経過とともに人々の気持ちも変わっていき、それによって町の復興計画も変

化したということで、かなり示唆に富む意義ある番組だった。 

 

○  ３月１日(日)のＮＨＫスペシャル「史上最大の救出～震災・緊急消防援助隊の記録

～」（総合 後9:00～9:49）では、阪神・淡路大震災を受けて全国的に組織された、緊

急消防援助隊による東日本大震災での救助活動の検証がなされた。全国にある各部隊

で保管されていた未公開映像を放送していたが、消防隊の方々が実際に撮った映像は、

リアルで非常にインパクトがあった。現場に近い映像なので、放送するためには手続

きも大変だったのではないかと思った。できれば放送するまでの経緯を教えていただ

きたい。 

震災直後、被災地に入った緊急消防援助隊は、ヘリコプターが５８機、隊員が延べ

人数で3,700人ほどで、救出された人は5,000人以上だった。緊急消防援助隊以外の

自衛隊や警察などの活動を含めて救出された人は、全体で２万7,000人に上り、緊急

消防援助隊によって救出された人は５分の１近くいたことになる。阪神・淡路大震災

によって組織された緊急消防援助隊が非常に役立っており、この隊があってよかった

なと思った。 

最初、さまざまな救出劇、いわば美談のような事例が紹介されるのかと思って見始

めたが、むしろ救出できなかったケースに焦点を当てており、その点が番組として非

常に価値があると感じた。救えなかったケースをふまえ、さまざまな研究や日常の訓

練が現場でなされており、そこから開発された新技術の紹介もあった。あの日の教訓

が、今、生かされていることが分かり、とてもよかった。 

 

○  ３月１日(日)のＮＨＫスペシャル「史上最大の救出」は、素材で勝負する、テレビ

の特性を最も生かした番組だと思った。素材集めに恐らく苦労されたと思う。映像が

生々しく、ヘリコプターから引き上げられて救出される場面を見て、「もうちょっと

だ、頑張れ」と心の中で叫んでいる自分がいた。臨場感というか切迫感があって、テ

レビの特性を本当によく生かした番組だったと思う。テーマは、「救出できたかもし

れない命」ということで、隊員たちの悔恨の言葉がいくつか出てきた。愛知県隊の原

科享介隊員は、屋根の上で携帯電話を握りしめて亡くなっていた女性について、津波

を逃れたにもかかわらず、救助を待っている間に亡くなったのだと想像し、「もっと

早く来られていれば助けられた」、「もう少し別の作戦があったのではないか」と、後

悔の言葉を口にしていた。消防士としてのプライドというか、彼らの高いモラルに

よって、救われた命があったことがよく分かった。 

 

○  ３月１日(日)のＮＨＫスペシャル「史上最大の救出」では、緊急援助隊のヘリコプ
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ターが、被災状況が分からないために、埼玉で足止めされ、当日中に現地に入れなかっ

たことが紹介された。先日、厚生労働省から、ドクターヘリの災害時の有効活用につ

いて、災害が発生した地域の300キロ圏内にあるヘリコプターがまず現場に向かうな

どとする指針が出されていた。このような番組の影響もあるのかなと思い、こういっ

た報道は本当に重要だと感じた。 

 

○  ３月１日(日)の地球アゴラ「震災４年 福島と世界をつなぐ（１）」、８日(日)の「震

災４年 福島と世界をつなぐ（２）」では、前向きな内容を中心に、この番組ならで

はの、他国の情報、震災の取り組みや環境問題の取り組みなども取り上げられ、盛り

だくさんな内容で楽しかった。福島の問題もしっかり取り上げられており、バランス

も良かった。 

 

○  ３月２日(月)の東北発☆未来塾 震災と向き合うチカラ「武内デスクの新聞教室

“紙とマジック”」に、石巻日日新聞報道部デスクの武内宏之さんが出演していた。

8,000部という地域紙の真骨頂が出ていたと思う。「被害情報だけでは被災者の心が

折れる」ということで、希望を持てる情報を優先的に出したという話や、時には家族

など近い人のことも書かなければならない地域紙ならではの課題や悩みも紹介され、

なるほどと思った。 

 

○  ３月５日(木)のハートネットＴＶ 被災地の福祉はいま（３）「揺れる復興～疲弊

する自治体職員～」は、１月２３日(金)の「クローズアップ東北」を改めて取り上げ

ており、とても良かった。福祉の観点から取り上げたことも、全国放送したことも良

かった。福島県内の一部の地域を取材した内容だったが、多くの自治体で生じている

問題であり、ぜひ引き続き、広範囲に取材をしていただきたい。 

 

○  ３月７日(土)のいつか来る日のために「証言記録スペシャル 命を守る避難とは」

（総合 後5:00～5:44）を見て、過去の災害のデータから策定した防災避難体制を、

より確実なものにしていくために、コミュニティーでの人と人とのやりとりが大切だ

と思った。災害の状況に応じて、臨機応変に避難方法や避難先を変えられるよう、きっ

かけになる情報を伝えることは大切だ。 

データを活用できるコミュニティーの仕組みを作ることが大事だということが、２

つの番組からよく分かった。今後も、震災で得られた膨大なデータと、そのデータを

生かす地域のコミュニティーのつながりについて報道してもらいたいと思う。 

 

○  ３月７日(土)のＮＨＫスペシャル「それでも村で生きる～福島 “帰還”した人々

の記録～」（総合 後9:00～9:49）は、原発事故により避難を強いられた川内村のドキュ
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メントだった。川内村は人口3,000人程の農業と林業の村で、避難した町のなかで一

番先に帰還にふみきり、現在半数ぐらいが帰還したそうだ。しかし、帰ったのは高齢

者ばかりで、若者はほとんどおらず、先行きが見えない。帰還した人たちの暮らしか

ら、常に放射能と隣り合わせという生活がまざまざと伝わってきた。かつて、村の人

たちが協力し、山を開墾して作ったソバ畑には、放射性廃棄物が積まれている。ゴミ

の最終処分地が決まらず処理が遅れているということで、暗い雰囲気だった。これも

非常に見るにつらい内容だったが、淡々と実態を伝えるよいドキュメンタリーだった。 

 

○  ３月７日(土)のＮＨＫスペシャル「それでも村で生きる」。この番組のハイライト

は、ソバ畑のシーンだと思う。震災前の美しいソバ畑の写真があり、地域の仲間と共

に荒れ地だった場所を一生懸命開墾し、そばを地域の名物にしたという話が紹介され

た。震災から４年近くがたち、再び農業がしたいと考えた老夫婦が山の畑に行ってみ

ると、除染で出た廃棄物で埋め尽くされていた。「これを見たら、みんな涙がぽろぽ

ろ出ちゃうよ」という言葉が映像とシンクロして、寂寥（せきりょう）感というか絶

望感が一気に出るような感じがした。ズシンと来る番組だった。 

 

○  ３月７日(土)のＮＨＫスペシャル「それでも村で生きる」は、福島県川内村につい

ての特集だった。福島県では、他の地域でも、同様の問題に悩み、苦しんでいる人々

が数多いる。今まさに差し迫った内容なので、震災から４年の特集だけでなく、今後

も引き続き広く取材していただきたい。 

 

○  ３月７日(土)のＥＴＶ特集「頑張るよりしょうがねえ～福島・南相馬 ある老夫婦

の日々～」は、８６歳の桑折馨さんの老老介護の日々を見つめた番組だった。家を津

波で流され、息子は亡くなり、妻は体調を崩してうつ状態になり、妻の回復を願って

家を建てるが、その家が完成する前に妻は亡くなってしまった。妻のためにと、とに

かく頑張り続けてきた人がこの後どうなるのか、すごく心配しながら見た。老老介護

に関しても、被災地だからということではなく、誰にでも起こり得る問題だと思う。

今の問題がぎゅっと凝縮された、よい番組だった。 

 

○  ３月８日（日）のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「震災４年 被災者１万人の声 

～復興はどこまで進んだのか～」（総合 後9:00～10:13）を見た。ＮＨＫが早稲田大

学と共同で行った３県の被災者１万人に実施したアンケート調査の報告で、ニュース

でも何回か取り上げられていたと思う。被災者のアンケートの中から、「被災者づら

をして」とか、「ずっと被災者だと思うな」などという言葉を投げかけられる、とい

う声が紹介された。実際、被災地から遠く離れたところでは、いつまで被災した状況

を引きずっているのだろうと感じている人はかなりいると思う。震災から４年、５年
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が過ぎて、ＰＴＳＤになる方もいるわけだが、これは、火事ですべてを失った人や交

通事故ですべてを失った人など、ほかの一般の人にも起こり得ることだ。どうしたら

寄り添ってもらえるのかという視点で考えた場合、東日本大震災は被災者が多いから

大変で、だから行政がなんとかしなければいけないという見方ではなく、普通の人に

も置きかえられる問題として見られるように伝えたほうがよいと感じている。被災地

で起きている状況は遠い話ではなく、現実味のある、自分たちにも起こり得る問題だ

というように発信してもらいたい。 

年収200万円未満の割合が震災前は２２％だったのが、現在は３８％に増えたとい

う紹介があったが、これも被災したからということではなく、私は時計を早回しした

結果起きていることだと考えている。人口減少によって、１０年後に起きてくる問題

が、震災の影響で被災地に一気に出てきているのだと思う。今後、早稲田大学と分析

していくとは思うが、被災地だけの問題ではないということを導き出してもらえると

いいと思っている。 

 

○ ３月８日(日)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「震災４年 被災者１万人の声」、

は、信頼できる実態が見られるだろうと期待して見た。期待どおり非常によかった。

我々も、復興が遅い、行政は何しているんだ、と思っている嫌（きら）いがある。ス

タジオには、元総務大臣の増田寛也さんと兵庫県こころのケアセンター長の加藤寛

さんが出演し、その中で、阪神・淡路大震災のときは５年ですべての被災者が仮設住

宅を出ることができたが、東日本大震災の場合は、８年かかるだろうという話があっ

た。阪神・淡路では、家屋が倒壊したところに町を再建することができたが、こちら

は高台移転という問題もあるため再建が簡単にはいかないという説明があり、東北の

復興が遅れている現状に納得できた。 

被災者の声を、夏木マリさんと堤真一さんの２人が朗読したが、アンケートに書か

れた文字を映し出しながらの朗読は非常に臨場感があった。被災者の言葉から、被災

地の深刻な状況が視聴者にも伝わったと思う。同情あまりあるというか、非常につら

い思いで見た。現実を直視したすばらしい内容だった。 

 

○  ３月８日(日)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「震災４年 被災者１万人の声」

は、抑うつの問題や、ＰＴＳＤ、子どものいじめ、家庭崩壊など、とてもつらい内容

だった。エンディングは、震災後の生きることのつらさを克服しようとしている人た

ちの声で締めくくっていたことで、番組を見た人たちは救われる思いがしたと思う。

しかし、渦中にある被災地の人々はどのような思いで見たのか気になった。  

 

○  ３月９日(月)のＮＨＫスペシャル「もう一度“ふるさと”を～岩手・陸前高田の４

年間～」（総合 後10:00～10:49）は、昨年９月５日(金)に放送した東北Ｚ「それぞれ
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の七夕 ～岩手 陸前高田 復興の進む町で～」の続編だと思うが、平地を１２メー

トルかさ上げして新たな町を作る陸前高田市を取材していた。東北Ｚでは、震災の傷

跡を引きずり、後ろを少し振り向きながら、という印象のまとめ方だったが、今回は

４年がたち、復興に立ち上がる前向きな姿勢を表に出した描き方だった。もちろん不

安や不満もあるだろうが、それを抑えて頑張っている姿に非常に励まされた。 

 

○  ３月９日(月)のＮＨＫスペシャル「もう一度“ふるさと”を」は、東北Ｚなどで取

り上げてきた内容の総まとめのようだった。今後も取材を続けていただきたい。  

 

○ 災害の教訓から学び取ることの大事さを改めて感じたのが、３月１０日(火)のＮＨ

Ｋスペシャル 震災ビッグデータ Ｆｉｌｅ．４「いのちの防災地図～巨大災害から

生き延びるために～」（総合 後8:00～8:43）だ。震災時の物流、支援物資の流れなど

のさまざまな電子データを分析することで、今後の防災対策が見えてくるというのは

とても興味深かった。 

 

○  ３月１０日(火)のＮＨＫスペシャル 震災ビッグデータ Ｆｉｌｅ．４「いのちの

防災地図」は、震災ビッグデータ関連の番組だった。今まで３回このシリーズを見て

きたが、今回は被災地の救援物資の不足について、具体的にあぶり出していく内容

だった。実際、何が足りなくなったのか、何が障害で物資が行き届かなかったのかと

いうことが本当によく分かった。特に、ガソリン関係の輸送が滞った影響で被害が拡

大したことがあり、秋田から石油系の燃料が大量に運ばれていたことも紹介された。

救援活動が行われるまでに、本当に大変なプロセスがあったことを非常にリアルに感

じた。 

一方で、震災ビッグデータの活用も進んでおり、災害が起きた後、どういったもの

が不足するのか、被災地を中心にしてどういう手当てが必要になってくるのかという

研究も進んでおり、南海トラフの巨大地震で、このデータをどう活用するのかという

ことも伝えていた。 

これだけの映像とデータが残っていれば、本当にいろいろな対応ができるだろうと

感じた。災害が起きると本当に大変になると思うが、逆に、少し心強さを感じた特集

だった。 

 

 ○  ３月１０日(火)のＮＨＫスペシャル 震災ビッグデータ Ｆｉｌｅ．４「いのち

の防災地図」を見た。過去のデータから学ぶという番組の視点は、極めて重要だと

思う。しっかりとした組織で、データの蓄積と分析をしていく必要があると思う。

このシリーズは４回目だが、他にもさまざまなデータがあるかもしれない。ぜひ、

継続取材していただきたいと思う。 
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○  ３月１０日(火)のＮＨＫスペシャル 震災ビッグデータ Ｆｉｌｅ．４「いのちの

防災地図」は、おもしろかった。特に、おもちゃが必要だったということが興味深かっ

た。被災３日目、４日目に子どもがおもちゃなど遊ぶものを欲しがるということで、

われわれはそこまで目が届いていなかった。ビッグデータによってさまざまなものが

明らかになり、毎回うならされている。番組では、ビッグデータを恐らく点として見

ているイメージで、「そんなものが必要なのか」と一つ一つ納得するのだが、一方で、

全体としてどうすればいいのかという、司令塔、マネジメントの話にもう少し今後軸

足を移していきただきたいと感じている。さまざまな論点が出てくると思うが、デー

タを生かす方策についての議論を深めるべきときに来ているという印象をもってい

る。 

  

○  ３月１０日(火)のＮＨＫスペシャル 震災ビッグデータ Ｆｉｌｅ．４「いのちの

防災地図」は、データを中心にすえ、淡々と、しかし緊迫感を持って情報が紹介され

ており、良かった。紹介されたデータが、次に生かされていくことを期待している。  

 

○  ３月１０日(火)の特集ドラマ「ＬＩＶＥ！ ＬＯＶＥ！ ＳＩＮＧ！ 生きて愛し

て歌うこと」（総合 後 10:00～11:14）は、阪神・淡路大震災の被災地である神戸と

福島の間で、東日本大震災以降、続いてきた歌による交流をテーマにした内容だった。

ドラマは、若者たちの初々しさが、ベテランの大人たちに支えられ、映像表現も凝っ

ており、意欲的な作品だった。ただ、意欲的すぎて、一部、現実感が薄れてしまった

ところがあったようにも思われた。劇中歌「GIG つもり」は、何という皮肉だろう、

と苦笑した。 

関連して、ドラマの放送に先立ち３月３日(火)に、「ドキュメント ＬＩＶＥ！Ｌ

ＯＶＥ！ＳＩＮＧ！ あたしたちにしか見えない景色がある」（総合 後 10:05～

10:49）が放送されたが、ドキュメントとドラマの放送順について、逆の方がよかっ

たと思う。まずは舞台裏の情報なしで、ドラマを先に見せてもらった方がよかった。 

 

○  ３月１１日(水)のあさイチの「東日本大震災から４年 茨城・千葉は今…」で、茨

城と千葉の「低認知被災」、「被災格差」という概念が紹介されたことは、とても良かっ

たと思う。被災・被害の大小、軽重、外面と内面の問題は、心の復興の問題にもつな

がり、多くの人々が見ている「あさイチ」で取り上げたことも良かったと思う。 

 

○  ３月１１日(水)の「ＮＨＫニュース７」で、政府主催の追悼式の様子が流れたが、

宮城県の遺族代表の菅原彩加さんのコメントの中で、津波に流されがれきに埋もれた

母親を助けることが出来ず、「行かないで」と言う母親に、「ありがとう、大好きだよ」
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と伝え、泳いで避難した、という部分をカットして伝えていた。ＮＨＫではそういう

コメントを流さないのだろうか。そのコメントをカットしたことによって、伝わるべ

き部分が伝わっていないと思った。カットすべきではなかったのではないかと思う。 

 

○  東京電力福島第一原発の事故の被災地では、４年という時の重みを感じた。３月  

１１日(水)のクローズアップ現代「“帰りたい… 帰れない…”～福島の避難者 そ

れぞれの選択」では、避難した方たちの帰りたくても帰れない状況が紹介された。時

間が経過し、避難先に生活基盤ができれば、やはり戻ることは難しい。賠償を巡る政

策で、世間一般の人から向けられる偏見のまなざしもあり、福島の避難者のみなさん

のそれぞれの生活を、何か涙が出るような思いで見た。 

 

○  ３月１１日(水)のクローズアップ現代「“帰りたい… 帰れない…”」では、関東で

避難生活を送る２組の家族が取り上げられていた。一方は高齢の老夫婦で、もう一方

はすし店を営む２世帯の家族だった。２組とも厳しい避難生活だというのは同じだと

は思うが、老夫婦は自宅も壊さざるをえず、帰還の望みが絶たれ、将来が描けない状

況で、２世帯家族の方は、避難先で店を構えて営業を始めており、非常に大きな違い

が出ていた。違いが出る背景はいろいろあると思うが、１つは補助金や補償制度の未

熟さがあると思う。東京電力の補償金は、一人あたり誰でも均一１０万円だ。番組の

老夫婦にあてはめると２０万円で、２世帯家族が例えば６人であれば６０万円になる。

一律１０万円というのは、果たして公平なのかどうか、検討・検証が必要ではないか

と思う。この問題は非常にデリケートなため、突っ込みが足りない面があると感じて

いる。 

 

○  ３月１１日(水)のＮＨＫスペシャル「“あの日の映像”と生きる」（総合 後10:00 ～

10:49）は、実際に被災した方が撮影した映像を特集したものだった。撮影した人、

または被写体として映っていた人たちが、その映像とどう向き合っていくかという内

容だったが、非常に映像が生々しく、実際に人が津波に流されるような映像も映され、

かなり衝撃的だった。震災後、１、２年というのは、こういう生々しい映像をあえて

流さなかったのだと思う。３年、４年たって、番組を制作する側も、我々見る側も、

少しずつ意識が変わってきたので、こういう番組が作れるのだと思う。一方で、被災

したときに私自身がこういう映像が撮れるのかという葛藤や、実際に自分が被災した

姿を映されていたらどう感じるのかということを、番組を見て非常に強く感じた。実

際、撮影した人もさまざまな葛藤を抱えていた。結果的には、こういう映像は役立つ

ものだと思うし、我々もこれらの映像から学び、生かしていくべきだと思う。 

この番組を制作する上で、当事者の方々に取材して構成していくのは非常に難しく、

時間もかなりかかったと思う。そのあたりについて、もし分かれば教えていただきた
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い。 

 

○  ３月１１日(水)のＮＨＫスペシャル「“あの日の映像”と生きる」は、いろいろな

意味ですごい切り口だと思った。撮影された映像が残した、人々への苦悩、そして慰

めと救いについて、多くの人が考えるきっかけとなったと思う。 

 

○  ３月１５日(日)の明日へ－支えあおう－ 証言記録 東日本大震災 第３９回「福

島県郡山市～ガソリン不足を救え！臨時石油列車～」は、震災直後、ガソリン不足か

ら起きた、人々の不安、恐怖、危機感が、伝えられていてよかった。当時、自分もガ

ソリンが入手できずに非常に不安だったことを思い出して胸が痛んだ。あの混乱の時

に、困難な貨物列車の運転遂行に尽力してくれた人々のことを知ることができ、良い

番組だった。ぜひ、福島市でも証言記録を制作してほしい。 

 

○ ３月１日(日)のＮＨＫスペシャル「史上最大の救出」や３月１０日(火)のＮＨＫスペ

シャル「震災ビッグデータ」など、４年前の３・１１に戻ってその場面を検証すると

いう番組と、４年たっての人々の思いに寄り添うという番組とに分けられると思った。

３・１１当時に立ち戻るということは、何年たっても必要だと思う。まだ発掘できて

いない映像もあるだろうし、ビッグデータについては分析を続け、今後に生かすこと

が必要だと思う。今後も、時の経過による被災地の変化を伝える番組と、震災当時に

立ち返って教訓を得るような番組と、両面から制作していただければと思う。 

 

○  今年の一連の特集では、ドラマなどではなく、報道ドキュメンタリーが目立ってい

た。大災害の教訓を今後にどう生かすかを一番の問題として捉えた番組が印象深く、

震災そのものを風化させてはならないというＮＨＫの強い思いを感じた。 

 

○  今年の一連の特集では、「復興」とは何か、何をもって「復興」と考えるのか、ま

た、誰にとっての「復興」なのか、そして「心の復興をどうするのか」について深く

考えさせられた。４年たった今だからこそ深まる苦労や苦悩について、複数の側面か

ら丁寧に提示されており、良かったと思う。誰に向けての番組かもふまえ、放送範囲

や放送時間帯などについて、さらに工夫していただくことを期待する。 

 

（ＮＨＫ側） 

ご指摘のあった、３月１日(日)のＮＨＫスペシャル「史上最大の救出」

について。未公開映像を放送するにあたっては、担当ディレクターが全

国の消防署を回って番組の趣旨を説明し、協力をお願いした。救われた

方々への配慮を条件に映像を提供してもらい、個人が特定されないよう
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映像加工するなどして、放送に至った。 

３月１１日(水)のＮＨＫスペシャル「“あの日の映像”と生きる」は、

企画自体は１年ぐらい前から考えていた。番組で使用した映像は、もと

もと震災直後にＮＨＫに寄せられたもので、映像を寄せていただいた方

たちのリストがＮＨＫにあった。100人以上いる中から一人一人、全て

の方とコンタクトをとり、今回の企画について説明し、改めて映像提供

を求め、どういう条件で使用するかという話をしていった。その中で、

どういう話のどういうテーマの人を取材するのがよいのかを考え、結果

的に３つの話、映像で構成した。過去の映像資料を活用した番組で、新

たにロケするという部分にはあまり時間はかからなかったが、番組を構

成するための取材には多くの時間を費やした。 

政府主催の追悼式典で、遺族代表として菅原さんが読み上げた追悼文

で、「行かないで」という母親を置いて避難したという部分を使わなかっ

たというご指摘についてだが、「ＮＨＫニュース７」では確かにその部分

の声を使っていなかったが、同日に放送した「ニュースウオッチ９」で

は、追悼文を読み上げた一連の声をすべて放送していた。確かに、ネッ

ト上でも賛否が分かれ、いろいろ議論になっていた。 

 

 

  ＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月１３日(金)の東北Ｚ「ＴＯＨＯＫＵメンコイらぼ～スーパーコレクション２

～」（総合 後7:30～8:43）は、これまでの総集編だった。最後に出演者たちが語った、

それぞれの「メンコイ」の解釈がとても良かった。東北ならではの感覚であるが、一

方で、東北以外の人にも伝わりやすいものであることを改めて実感した。 

 

○  ３月７日(土)の目撃！日本列島「“釜石は負げねぇ”～復興をラグビーに託して～」

は、「釜石シーウェイブス」の活動を描いていた。地元スポーツが震災で頑張る人た

ちの励みになっていることが非常によく伝わった。バブルの時代に、フィランソロ

ピーの一環として企業スポーツが盛んに行われたが、不況と同時に、無駄遣いと言わ

れて消えていった。今、不況のときよりもさらに厳しい震災の直後の中で、改めてス

ポーツチームが、かつての企業スポーツとは違う形で、しっかりと地域に定着し、見

直され、続けられているというのは非常にいいことだし、本来のスポーツの姿に少し

ずつ収れんされているのかなと思う。ただ、どこもそうだが、運営が非常に厳しい。

ぜひ放送で取り上げていただき、関心をもってもらえれば、ありがたいと思う。 
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○  ３月７日(土)の目撃！日本列島「“釜石は負げねぇ”」は、感動した。シーウェイブ

スは、今や大企業の看板を失ってしまった弱小のクラブチームだが、釜石の町の人た

ちみんなが応援し、必要とし、遂にはラグビーのワールドカップを引き寄せたという

内容だった。まさしくラグビー精神のワンフォーオールを表しており、誰かがスタン

ドプレーで何かを成し遂げたということではなく、本当に１０人のスクラムトライの

ような形で成し遂げたと感じた。とても良かった。番組の時間が短かったのが残念

だった。 

 

○  ３月１１日(水)の「ニュースウオッチ９」について。なぜ冒頭、廃炉の難しさから

入ったのか理解できなかった。必ず鎮魂から入れというわけではないが、これは一体

何なのだろうと思った。そして、廃炉作業のニュースから、こんどは汚染地域を行く

宅配便のドライバーの話に振れ、ドライバーが２時４６分に鎮魂の意を表していたが、

この場面で、「ゆっくりでも一歩ずつ」という字幕が出た。続いて、福島県川内村か

ら中継で大越健介キャスターが出てきて、今度は子どもたちの話に移る。大越さんが

「子どもの存在が希望の光だ」というようなことを言い、ここでも「希望」という字

幕が出てきた。「一歩ずつ」とか「希望」という字幕がつどつど出てくるので、あら

かじめストーリーが決まっているのではないかと感じた。葛藤や苦悩を抱えている被

災者がいるときに、あらかじめ早回りしてそういう表現を使うのはいかがなものだろ

うと思った。限られた時間の中で、キャスターが現地に入って番組を進行していく場

合に、先を急ぐことはどうしても必要だろうし、ある程度の結論を見せなくてはなら

ないということなのだろうが、まず結論ありきで、そこにいろいろなものを押し込ん

でいったという印象がどうしてもあった。 

ゲストとして岩井俊二さんが出演していたが、岩井さんはしゃべり方が朴とつとし

ていて、切れ味があまりよくないが、キャスターは、岩井さんの言葉を引き取るとき

にも相当意味づけをしていた。 

また、震災で母親を失った震災遺児の千葉萌さんを取材したリポートがあったが、

大越さんはここでも「一歩を踏み出した」という前振りをしてＶＴＲに入った。リポー

トの中で千葉さんは、「被災直後は色を感じなかった」、「今踏み出したのは、一歩か

どうか分からない」と話していた。大越キャスターは、千葉さんが、４月から短大に

進学することを受けて、「一歩を踏み出した」という前振りをしたのだろうが、プラ

ス方向、前向きにというストーリーに持って行き過ぎる印象を受けた。 

３・１１では、民放各放送局もキャスターがいろいろな被災地に入ってリポートを

するが、おしなべてそういう傾向があった。限られた時間の中でのインタビューで、

「大変なところはあるけれども、前向きに希望が持てますね」とか、「一歩踏み出し

ましたね」というように、前向きなメッセージを過剰に出していたように感じた。来

年以降考えていただきたい。 
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○  ３月１４日(土)の「浅田真央 被災地への旅」（総合 後8:00～8:43）を見た。この

１年競技を離れている浅田選手は、被災地に深い思い入れがあり、前から訪れたいと

いう希望もあってこの番組ができたようだった。浅田選手と地元の人たちとの交流を

描いていたが、今、競技の一線から離れている浅田選手の表情が非常によく出ていた。

充電して何とか競技にも復帰してもらいたい、そういうことも感じながら番組を見た。 

 

○  連続テレビ小説「マッサン」に、知り合いがエキストラ出演していた。余市のマッ

サンとエリーの家が本当にリアルに再現されていたそうで、「とてもおもしろかった、

いい経験をさせてもらった」と言っていた。仕事で、各地に行くが、みんな本当に「マッ

サン」を見ている。「マッサン」はすごいなと思う。 

 

○  連続テレビ小説「マッサン」はとても大好きで見ているが、２１週目、「物言えば

唇寒し秋の風」のエマの恋の週は、ストーリーがもたもたとしており、深掘りする必

要はなかったと思う。 

 

○  連続テレビ小説「マッサン」に関連して、ここのところの連続テレビ小説に、必ず

戦争というテーマが入ってくることが気になっている。今回も戦争で何週間か引っ

張っており、これまで同様、ヒロインが戦争の苦難を乗り越えていくという、似たよ

うなストーリー展開だった。本来のストーリーから戦争の悲惨さというところに話が

シフトするせいで、ドラマ自体が持っている躍動感やおもしろさが一回止まってしま

うように感じている。戦争をステレオタイプのように入れなくてもドラマは成立する

わけで、工夫のしどころだと思う。 

 

○  「グレートトラバース １５ｍｉｎ． 百名山一筆書き踏破への道」をおもしろく

見ている。すごいと思うのは、カメラマンが雨の日も風の日も田中陽希さんにくっつ

いて撮影していることだ。火野正平さんの「にっぽん縦断 こころ旅」と同様、何が

あるか分からない、台本のない旅で、とてもいいと思う。 

 

○  プレミアムよるドラマ「徒歩７分」は、最終回までどの回もよかった。終わってし

まい、残念だ。続編というよりも、後日談を見てみたい。このドラマで癒やされたり、

救われたりする人が多くいるのではないかと思った。再放送していただき、より多く

の人に見てもらいたい。 

 

○  プレミアムドラマ「だから荒野」は、原作が桐野夏生さんだったことに、見終わっ

てから気づいた。最後まで引き締まったドラマで、とてもおもしろかった。ぜひ、総
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合テレビでも放送していただきたい。 

 

○  ２月１４日(土)のＳＯＮＧＳ「ＭＡＮ ＷＩＴＨ Ａ ＭＩＳＳＩＯＮ～世界が共

鳴するオオカミバンド～」を見た。全く知らなかったバンドだったが、オオカミのか

ぶりものをした姿は、すごくおもしろく、ＣＤを買おうと思った。 

 

○  ２月２３日(月)に「日本列島誕生～大絶景に超低空で肉薄！」（総合 前0:55～

2:08）を再放送で見た。日本列島は、３億年前、太平洋プレートと北米プレートとの

せめぎあいの中で、プレートに載った生物の死骸などの海の堆積物が層状に重なって

土台ができ、２億年前にプレートと平行して火山ができて、火山の噴火によって日本

列島が誕生したという。日本列島の成り立ちを「ためしてガッテン」のチームがつくっ

た模型でわかりやすく説明し、実際に、無人飛行機やマルチコプターという超低空飛

行が可能なヘリコプターなどで、日本列島の成り立ちが見えるすばらしい景色を見せ

てくれた。 

４枚のプレートがひしめく地殻変動地帯に存在する日本列島は、今も、年間に大体

６センチから８センチぐらい動いているそうだ。地震などの災害が多発する条件にあ

るわけで、やはり日本人は災害多発国ということを自覚して生活をしなければならな

いと感じた。この番組は時々放送してほしい、よい番組だと思った。 

 

○  ２月２５日(水)に、歴史秘話ヒストリア「天皇のそばにいた男 鈴木貫太郎 太平

洋戦争最後の首相」を見て、翌日、２月２６日(木)に、英雄たちの選択「二・二六事

件前夜！高橋是清 決死の攻防～日本の財政再建を目指せ～」を見た。戦後７０年と

いうこともあり、この２つの番組を通して、日本が戦争という間違った道を歩んだ原

因がよく分かってきた。 

鈴木貫太郎は、終戦の処理をした最後の首相だ。「軍事は政治に関与せざるべし」

という彼の言葉は真実で、裏を返せば政治家が軍人になってはならないということだ

と思う。戦争をどう終わらせるかについて、鈴木貫太郎は、最後は昭和天皇にご聖断

を仰ぐという形をとった。天皇の侍従長を務めた経験もあり、天皇からの信任が厚

かったからできた行動で、終戦に導くことができたという話はうなずけた。 

次の日放送があった、「英雄たちの選択」の高橋是清もそうだが、２人とも二・二

六事件で軍部から襲撃されている。鈴木貫太郎は４発も弾を受けながら奇跡的に助

かったが、高橋是清は亡くなっている。 

高橋是清は、産業立国を目指し、「富国強兵ではない富国裕民」という考えで、民

間の活力を十分生かせば、経済が伸び、国も豊かになるという考えで政策をすすめた。

生産することに対して勤勉な日本の国民性を捉えた政策で、日本をいい方向に導き、

大蔵大臣を７回も務め、「困ったときには高橋是清」といわれた。 
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高橋是清と鈴木貫太郎の番組を見て、いわゆる何かあったときに解決策を示し、出

口を作るということがいかに重要かということを感じた。今の日本の状況と照らし合

わせ、大変考えさせられた。 

これから戦後７０年の番組が放送されるだろうが、さまざまな視点で、原因を深い

位置から探っていくような番組を作っていただきたいと思う。 

 

○  ２月２６日（木）の「現代のマッサンたち～知られざるウイスキーの世界～」（BS

ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後10:00～10:59 ）は、ジャパニーズウイスキーの品質の高さがよく描かれ

ており、丁寧なつくりだったと思う。 

 

○  ２月２６日（木）の「現代のマッサンたち」は、山崎蒸留所の話や、スコットラン

ドのアイラ島のスモーキーフレーバーの効いたウイスキー作りの美しい風景も紹介

され、大変いい番組だった。「エンジェルシェア」という言葉を聞いたことはあった

が、意味もよく分かり大変参考になった。アイラ島の風景も含めて、保存版としてとっ

ておきたいと思った。 

 

○  ３月２日(月)のクローズアップ現代「“埋没技術”を活用せよ～市場創出への挑戦

～」で、３Ｄプリンターは３５年前に日本人が発明したが、当時は誰も相手にせず事

業化されなかったことが紹介された。特許申請もしなかった。ところが、アメリカで

はこの技術を活用して、今や世界を席けんし、これがないとだめだという時代になっ

ている。すごいと思った。 

 

○  ３月２日(月) のプロフェッショナル 仕事の流儀「ふたりの約束 魂の惣（そう）

菜 食品スーパー経営者 佐藤啓二・澄子」は、宮城ではこれまでもたくさん取り上

げられている、有名なお店のドキュメントだった。８０歳の夫婦の頑張りには頭が下

がる。奥さんの澄子さんは朝１時に起きてお惣（そう）菜を作り、ご主人の啓二さん

は５時に起きて周辺の掃除から始める。その姿勢はすばらしく、とにかくすごいバイ

タリティーだと思う。１人のお客さんを幸せにする、大勢の中の１人が第一歩だとい

う言葉は、マーケティングの教本よりずっと重いのではないかと思いながら拝見した。 

 

○  ３月２日(月) のプロフェッショナル 仕事の流儀「ふたりの約束 魂の惣（そう）

菜 食品スーパー経営者 佐藤啓二・澄子」を見た。一気に行列のできるスーパーに

なったのではなくて、一度どん底を経験していた。そのときに、悔いなくどんなこと

でもやろうと決意をして、お客さんに喜んでもらおうと始めたのが、今、店の看板商

品になっている惣菜だった。プロフェッショナルを極めるには、何かきっかけがある

のだと思った。 
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○  ３月２日(月) のプロフェッショナル 仕事の流儀「ふたりの約束 魂の惣（そう）

菜食品スーパー経営者 佐藤啓二・澄子」を、地方の中小流通業のビジネスモデルと

して興味深く見た。ファーストフードではなくスローフードで、また、ハンドメイド

で限りなく家内工業に近づける形で経営をしていた。スーパーには視察がいっぱい来

ており、そういう商売のあり方が地方で生き残る道かもしれないということを見せて

いたと思う。経済番組として視聴すると、また違う側面が見えてきておもしろかった。 

 

○  プレミアムよるドラマ「その男、意識高い系。」を見ている。２０代前半の男子で、

こういう人いるよねというのが本当にツボにはまり、そういう社員が現れたらどう対

応すればいいかと、半分冗談みたいに思いながら見ている。普通の恋愛ドラマや家族

ドラマと違う切り口で、おもしろく視聴している。 

 

○  ３月４日(水)の歴史秘話ヒストリア「銃声とともに 桜は散った“桜田門外の変”

の謎」では、襲撃者や歌舞伎役者の証言、使われた拳銃、井伊直弼の検死記録などか

らどういう襲撃だったのか、なぜ十数人の襲撃で６０人以上の護衛を破って目的を果

たすことができたのかを検証していた。非常に納得できる内容でおもしろかった。 

「歴史秘話ヒストリア」を、一つの番組から関心を広げて見てもらうことはとても

いいと思うが、ただの番宣にならないように制作してもらいたいと感じている。 

 

○  ３月６日(金)のファミリーヒストリー「伊達みきお～伊達の名に誓った覚悟とは

～」は、宮城県出身のゆかりのサンドウィッチマンの出演で楽しめた。伊達みきおさん

の家系は伊達政宗につながるそうで、高祖父は、戊辰戦争で負けて賊軍となった伊達

藩をどう処分するかという交渉で前面に立ち、お取り潰しを免れた功労者だったそう

だ。知っている顔が放映され、地元密着で大変おもしろく、笑いながら見た。 

   

○  ３月６日(金)のドキュメント７２時間「秋田・真冬の自販機の前で」で、秋田港の

うどんの自動販売機を取り上げていた。１月中旬にロケをした番組だったが、ものす

ごい吹雪で、ロケクルーのみなさんはよく頑張って撮ったなと思った。自動販売機１

台であれだけの人間模様が見られるというのは、今までの「ドキュメント７２時間」

の中でも非常におもしろい作品だったと思う。 

 

○  ３月１２日(木)、地方発 ドキュメンタリー「それでもボクらは小舟をさがす」（総

合 前10:15～10:58）を再放送で見た。八木倫明さんという５７歳の演奏家と彼の音

楽を慕う２人の男性との交流を描いていた。八木さんは、ケーナ奏者として生きたい

と、勤めていたオーケストラを辞めたが、収入が減り、家族は離れていった。途方に
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暮れているときにスコットランド民謡の「広い河の岸辺」という曲に出会い、作詞を

し、演奏を重ねる中で、たまたまコンサートを見に来た、妻を亡くした元トラック運

転手の男性と退職して家に居場所がないという元モーレツサラリーマンの男性が、

「広い河の岸辺」に感動し、八木さんの支援を始めた。「広い河の岸辺」は、シャン

ソン歌手のクミコさんが歌って有名になり、八木さんは、演奏依頼が急増して生活も

変わっていく。最後、八木さんが別れた妻と子どもにコンサートの招待状を出すが、

見に来てもらえなかった。でも八木さんは諦めないと言う。元トラック運転手の方は

ピアノを習い出し、モーレツサラリーマンの方は家庭に入って料理をつくり出したと

か、そういう変化を笑いながら見た。なかなかおもしろい番組だった。 

 

○  ３月１２日(木)のクローズアップ現代「看板が頭上から落ちてくる～歩行者を襲う

危険～」は、看板が落ちてきて２１歳の女性が意識不明の状態になった事故に端を発

した内容だったが、田舎に行くとそういう看板があちこちにある。私たちの業界でも

３０年、４０年前に、営業のためにとにかく看板を作っていた。酒屋や飲食店の銘柄

入りの看板が数多くあるが、ほとんどメーカー協賛で作った看板だ。現在、閉店した

のに放置されている看板もたくさんあり、全く責任の所在が明らかでないのが現実だ。

我々も設置した者の責任として考えなければいけない問題で、非常に有意義な番組

だった。 

 

○  ３月１４日(土)のＮＨＫスペシャル「世界“牛肉”争奪戦」（総合 後9:00～9:49）

は、海外から牛肉を調達するのが非常に難しくなっており、国内の外食産業の牛丼な

どが少しずつ値上がりしている背景についてドキュメントしていた。ショートプレー

トという安価で使い勝手のいい牛肉を巡って、牛肉調達の戦いが繰り広げられており、

日本は中国に競り負けし、日本になかなか牛肉が回ってこないそうだ。今、グルメ番

組が乱立し、テレビをつければ、どこの牛肉だとか、おいしそうな料理を紹介するさ

まざまな番組が放送されているが、このＮＨＫスペシャルを見て、食の厳しい現実を

突きつける番組がもっとあるべきではないかと思った。日本は食料自給率も低いが、

グルメ番組を見ているとその現実を感じなくなってしまう。牛肉に限らず、日本を取

り巻く現実について、もっと番組を作っていただければと思う。 

 

○  総合テレビで深夜に再放送している、ドラマ１０「真夜中のパン屋さん」は、一つ

一つ完結しながら物語がつながっており、その中に、ネグレクトなど、今の世の中の

問題が入ってきておもしろいなと思って見ている。 

 

○  ３月１６日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「“恐れの先に、希望がある”

小児外科医・山髙篤行」では、子どもの命を救う、世界的に有名な外科医の話ですば
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らしかった。 

 

○  ３月１８日(水)のためしてガッテン「２０１４年度 みなさんが選ぶ ガッテン感

動ワザ大賞」は、お得な情報が満載だった。ただ、「みなさんが選ぶ」と題名にある

のに、番組放送後の問い合わせ件数で大賞を決めたのは、決め方としてどうだろうと

思った。 

 

○  ３月１９日(木)の「あさイチ」で、テレビとラジオが相互相乗りで同時に放送して

いた。震災が起きたとき、テレビよりもラジオが聞かれたということもあり、ラジオ

とテレビの融合という試みも楽しみだと思っている。 

 

○  いろいろな番組を録画して見ていると、福島県の貝沼博さん、宮城県の石巻日日新

聞の武内宏之さんなど、繰り返し同じ人が出ていることに気がつく。安易と言っては

失礼だが、同じところばかり行っていないか偏っていないか気にしてほしい。 

 

○  仕事で札幌に行っていたが、天気予報がとても見やすかった。地域ごとに丁寧に伝

えており、東北も北海道を参考にするといいのかなと思った。 

 

○ 東北の人口減少について、前回、編集計画にも取り組むとあったが、どうやって人

口を増やしていくかという視点ではなく、どうやってクロージングをかけていくのか

ということに焦点を当ててほしいと思っている。住民がどんどん減っていけば、３軒

のために電気を通すのか、下水を掘るのかという、そういう具体的な予算を含めての

問題になってくる。そうなる前に何ができるのか、思い出がある町だから絶対に帰っ

てきたいとか、今の被災地の抱えている問題とリンクする部分も多々出てくると思う。

アメリカのとある州では、例えば100人を切ったら電気を通さないという契約の中で

町を作っていて、100人を切らないように１人のために仕事を出してやるという工夫

を周りがしているという話を聞いたことがある。そういう事例やクローズした事例な

ど、外国の事例も紹介しながら、ふるさとを守るというだけではなく、一歩先を行っ

た形で番組を見せていただければいいなと思っている。 

 

（ＮＨＫ）   

東日本大震災の関連番組中心にいろいろご指摘をいただいた。 震災

関連の番組は３・１１前後に限って放送しているわけではなく、ご存じ

のようにずっと制作し、編成している。日ごろの取材や、積み重ねてき

た放送があるから、この期間にこれだけの放送ができる。どのぐらいの

人に見られるのかと思っていたが、視聴率も総じてよく、まだ届けられ
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る余地は十分にあるという気持ちでいる。いろいろ貴重なご指摘をいた

だいたので、震災から５年に向けて、また頑張って取材を続けていきた

い。新年度も引き続きよろしくお願いいたします。 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７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、１９日(木）、パレス宮城野 会議室におい

て９人の委員が出席して開かれた。 

会議は、まず、「平成２７年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」につ

いて報告があった。引き続き、「平成２７年度東北地方向け地域放送番組編集計画（案）」

の諮問にあたって、説明があり、審議の結果、番組審議会として原案を可とする旨、答

申することを決定した。 

続いて、視聴番組のクローズアップ東北スペシャル「世界で生かせ 震災の教訓～国

連防災世界会議を前に～」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月の番組編成について説明の後、放送番組モニター報告と視聴者意向報告が

行われ、会議を終了した。 

 

（ 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) 出羽庄内地域デザイン 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  （(一社)岩手県芸術文化協会理事） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２７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＞ 

 

○  いつもテレビを見ており、ラジオはあまり聴いていなかったが、説明を聞き、ラ

ジオもおもしろい番組があると思った。提案だが、テレビでもラジオ番組の宣伝を

してはどうだろうか。例えば、音楽番組の後にラジオの音楽番組について、テレビ

のアーカイブスの番組の後にラジオアーカイブスについて知らせてもらえると、興

味ある人はラジオを聞くと思う。 
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（ＮＨＫ側） 

平成２７年度の番組についてご説明したが、ことしラジオ放

送開始から９０年を迎えるにあたり、３月１９日(木)～２２日

(日)に「９０時間ラジオ」と題し、９０時間にわたり特別番組

を放送する。その中で、テレビとラジオの番組が相互乗り入れ

で生放送するなど、テレビとラジオのコラボレーションも試み

る。今後も機会があれば、こういった取り組みをしたいと考え

ており、またＰＲについても効果的にできるよう考えたい。ぜ

ひ３月はラジオもお聞きいただければと思う。 

 

 

＜「平成２７年度東北地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○  各局の重要項目を見ると、まず大きく震災があり、地域の情報発信と課題について

それぞれ書いてあるが、東北の魅力を発信する、積極的に伝えるような番組はあるの

か。東北各局が良い意味で対抗意識を持ち、一緒に取り組んでいけるテーマがあると

よいと思っている。そのような計画があるのか教えていただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

来年度、東北ブロックでは震災から５年にむけ、「大好き東北」

というキャッチコピーで東北全体を盛り上げる大キャンペーン

を展開していく。基本的には被災地の人たちに希望を届けるこ

とが中心だが、「大好き東北」ということで、被災地以外の日本

海側の地域も一緒になり、来年度３月の震災５年をめがけてさ

まざまな番組を放送していく。東京の力も借りながら東北の魅

力を伝える番組を全国放送し、東北に多くの人を呼び込んだり、

逆に、東北から今までの復興への後押しに感謝するという形の

番組を制作し、全国へ発信していきたいと考えている。楽しみ

にしていただければと思う。 

 

○  日本を世界に積極的に発信するという方針について説明があったが、東北、福島産

の食べ物は大丈夫なのか、日本の食べ物は安全かという情報を、海外に向けてどれだ

け発信しているのか疑問がある。東京電力福島第一原子力発電所の事故以降、海外の

輸入規制はいまだに解けておらず、風評被害は国内だけでなく海外にもあるわけだ。

福島の風評被害払拭や東北が安全であるというメッセージをぜひ世界に発信してほ

しい。一方、原発廃炉に向けての工程でうまくいっていない、汚染水の処理やサブド
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レンの問題については、当然、韓国や中国では神経をとがらせている。良いニュース

も悪いニュースも包み隠さず発信していくことをぜひお願いしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

国際放送は、海外の方に英語で伝えるものと海外に暮らす在

留邦人の方に日本語で伝えるものと２種類あり、どちらも拡充

していくというのが大きな方針だ。特に、ニュース・情報番組

を含め、今、日本で起きていることをリアルに伝えていくこと

はとても重要度が高い。震災以降、今、東北地方の置かれてい

る状況はもちろん、日本の全体的な状況、例えば日韓関係や日

中関係など、日本の現状を理解してもらうための努力をしてい

くことは非常に大切だ。指摘については関係セクションに伝え、

意見を共有し、取り組んでいく。 

 

○  今、内閣が力を入れている地方創生は、地方にとって大きな課題になっている。地

域の魅力、地域の価値・資源、これらを活用し、各地域が個別に具体的な戦略を練る

ことが問われていると思う。各地域にどういった魅力があるかを認識することがやは

り大事だと思うので、ぜひそういった発信を心がけ、地方創生について関わってもら

いたい。 

また、2020年東京オリンピックに向けて、東京、京都、大阪などの大都市だけで

はなく、地方に行きたいと考える外国の方も増えてくると思う。この機会に、東北に

来てもらえるような発信を大いにすべきだ。東北固有の豊かで深い文化を、国際放送

も含め、どんどん発信していただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「ふるさとのすばらしさを伝え、地域を応援します」という

重点事項については、全国、さらに海外に、東北の話題、文化

を発信していくという気持ちを込めている。基本方針にも「ふ

るさとのすばらしさを広く伝える」と書いたが、国際放送にも

東北のさまざまな話題を出していく方針だ。今年は国際放送を

充実・強化し、地方の話題をたくさん発信していく方針なので、

世界で東北が見られるよう、話題になるよう、いろいろな番組

を制作し、取り組んでいきたいと考えている。 

 

○  東北６県の共通の問題として、人口減少や少子高齢化、地方自治体の衰退といった

ことを抱えていると思う。その中でどうやったら生き残れるかということに関して、
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子どもを増やせばいい、若いうちになるべく結婚させようといった短絡的な考え方を

多く見受ける。しかし、人口の問題の解決には、その地域で生きていこうと考える人

たちを増やしていくことが大事だと思う。我々も勉強すべきだと思っているので、自

治体の工夫や事業的な取り組みなど、東北各地で頑張っている方たちの取り組みを特

集する番組をたくさん作っていただきたい。 

 

○  地方創生は安倍内閣の特別戦略だ。都市と地方の格差を埋めるために相当な資金が

地方に流れることになるので、その資金を本当に自治体や団体が有効に活用している

かを、きちっと報道していただきたい。 

また、昨年来、減反の廃止や米価の引き下げなどの問題が続き、米作りのグローバ

ル化や産地間競争が進んでいる。この状況に対抗できる農業がどんどん工夫されてい

くと思うので、そういったことも取り上げていただきたい。 

 

○  今年度あたりから２町歩以下の方々は、米作りをやめるのではないかと切実に感じ

ている。減反政策廃止といっても、今さら畑を田んぼに変えることはできないし、米

価は下落しており、本当にやめざるを得ない状況だ。苦境に立ち、将来に不安を抱く

農家が非常に多いので、勇気づける番組を放送してほしいし、現状や将来像が見える

情報をどんどん放送していただきたい。 

また、人口減少については各局が課題として挙げているが、一過性ではなく、継続

して捉えていただきたいと思う。 

 

○  復興に向けてということが一番に大きく掲げられているのは当然だと思う一方で、

復興ばかりを掲げないでほしいという気持ちもある。復興という言葉でくくると見え

なくなってしまう部分も多いと感じている。福島県の場合は、原発事故による放射線

の健康影響などについて、不安があるが怖いから知りたくないといった面が少なから

ずある。また、福島では頑張っている人がたくさんいるが、頑張っている人はいつか

疲れてしまうときがくる。そういう声にしづらい問題についても、必ず拾って取材し

ていただきたい。今までも丁寧に追っていただいているとは思うが、さらに年を追う

ごとに厳しい状況になっていくと思う。ぜひ継続して取材していただきたい。 

福島局の夕方のニュース「はまなかあいづＴｏｄaｙ」をインターネットで発信し

ているのは、すごくありがたいと思う。一方で、東北で制作された番組はまだまだ全

国に流れていないと思う。１作でも多く全国に向けて発信し、見てもらえるようにし

ていただきたい。 

 

○  スポーツについて、仙台局の重点事項に、「アマチュアスポーツも取り上げ、地域

を応援します」とあるが、宮城では民放のほうが、社会人から高校、大学、そしてク
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ラブチームなどのアマチュアスポーツを取り上げているように思う。市井の人でス

ポーツに励んでいるアマチュアの人たちを、ＮＨＫで取り上げてもらえたら深い番組

ができるのではないかと期待している。ぜひ、お願いしたい。 

 

○  スポーツは、野球やバスケットばかり取り上げがちなところだが、ぜひスノース

ポーツも取り上げていただきたい。東北は６県すべて雪が降る。スケートもオリン

ピック選手が出ているし、ぜひスノースポーツにも注目してもらいたい。 

 

○  諮問された「平成２７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。 

 

（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スペシャル「世界で生かせ 震災の教訓 

～国連防災世界会議を前に～」（総合 ２月１３日(金)）について＞ 

 

○  海外取材も行い、学術的な視点、地域コミュニティーの視点、日常生活の視点など、

さまざまな視点で防災について伝えていた。ハード面は国によって違いがあるが、防

災はコミュニティーベースだという部分は共通していた。どうすれば地域で助け合っ

て避難できるのかということが分かり、勉強になった。とてもよい構成だった。 

ふだんから、今回の番組で紹介したような防災の取り組みについて報道してもらえ

るといいと思う。記憶はどんどん薄れ、風化していくものだ。忘れさせないよう記憶

をつなぎ、経験を生かす報道を今後も期待している。 

  

○  初めに国連防災世界会議の紹介があり、前半が海外で日本の経験を生かす取り組み

について、後半は国内の防災の取り組みについての紹介で、分かりやすい構成だった。

途中で、東京電力福島第一原発の事故の教訓として、広域避難について取り上げてい

たが、異質だった。しかたないが、難しいと思った。前半部分が長かった印象があっ

たが、盛りだくさんの内容を生放送にうまくおさめたなと思った。ただ、仙台で開催

するといっても、国連防災世界会議は身近なものではないので、もう少し説明や紹介

があってもよかったと思う。コメンテーターは、４人のうち研究者が２名、１人が日

本人で１人はペルーの方、それから防災士の方が母親の立場で語り、よかったと思う。 
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○  東日本大震災の経験が海外で生かされている事例や、東北各地の防災の取り組みな

どは、とても興味深く見た。しかし、スタジオの４人のコメンテーターの話がかみ合っ

ていない印象で、どういう位置づけでこの４人を選んだのか疑問を感じた。東北大学

災害科学国際研究所のエリックさんは、ペルーからはるばる日本に来て研究をしてい

るのに発言が少ないと思ったし、マギーさんはちょっと固い印象だった。塚原泰介ア

ナウンサーがかなり自分からリードしようとしている雰囲気で、ゆっくりコミュニ

ケーションがとれていないのかなと思った。また、国連防災世界会議について、どう

いう会議なのかをもう少し説明もらえれば、興味を持てたのではないかと感じた。 

 

○   前半では、東日本大震災を受けて、日本の教訓を世界がどのように生かしているか

という紹介があり、後半では、東北の被災地の防災への取り組みについての紹介で、

大きく２部構成になっており、非常に分かりやすかった。国連防災世界会議について

は決められた方が参加する固いイメージを持っていたが、一般の方も参加できるさま

ざまな関連フォーラムやイベントが催されるそうだ。このことはあまり知られていな

いと思う。市民に開かれた会議だということが分かったのはとてもよかった。 

地震予知の技術など、日本は防災にかかわるハード面はかなり高度化しているが、

高度な技術も、結局、ソフト面とかみ合わないと防災効果は高まらないという話が

あった。海外の事例で、自治組織など地域のリーダーを育てることで、住民に情報を

速やかに伝え、避難に結びつけるという取り組みが紹介された。これは、日本にもと

ても必要なことだと思った。また、情報を受け取る側も、情報をどう判断し、どう行

動するかという想像力を磨いていかないといけないと思った。非常に勉強になった。 

スタジオの４人のコメンテーターの中で、２人の存在感が薄く、その点は残念だっ

た。 

 

○  紹介した事例はとてもよくまとまっており、一つ一つを取り出したとしてもきちん

とした番組がつくれたと思う。 

なぜ「国連防災世界会議を前に」という副題をつけなくてはいけなかったのか、分

かりにくかった。会議についてもっと紹介してくれるのかと思ったが、何も情報がな

く、本当に何も決まっていないようだった。最近、「オバマ大統領が来る」、「安倍総

理が来る」という報道があったが、果たして本当なのかという状況で、いろいろなこ

とが分からないから生放送にしたのだろうと思った。しかし、内容的には生放送でな

くても、時間を拡大して７３分にしなくてもよかった。特に、親子で一緒に防災につ

いて学ぶ機会が必要だという、スタジオトークの部分はもたついていた印象だ。 

海外の報告はとても内容が濃く、現地の実情がきちんと取材できておりよかった。

しかし、この番組に限らず、いつも思うのだが、どこかの地域を指して、日本全体に
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置き換えるのはやめてほしい。例えば、フィリピンの事例を紹介した際、「コミュニ

ティーベースで自分たちを守るというのは、日本の方が遅れている面がある」と東北

大学災害科学国際研究所の呉修一助教が言っていたが、日本のどこと比較しているの

だろうと思った。日本にもコミュニティーでしっかりと命を守った地域もあった。防

災で日本が遅れているとは思わないので、このインタビューを使った意図がよく分か

らなかった。 

国連防災世界会議の資料を先ほどいただいたが、一般の人たちが参加できるフォー

ラムがたくさんあるようだ。番組でもこの部分にもう少し焦点を当ててもらえるとよ

かったと思う。 

 

○  国連防災世界会議を仙台で開催するのは、東日本大震災の被災地だということがあ

るのだと思っていたが、調べてみたら３回目で、しかも３回とも日本で行っていた。

日本が防災先進国だということを知ったが、番組ではそのことについての説明が何も

なかった。災害が多発する日本は、これまで災害をどう防ぐか英知を絞ってきたわけ

で、それが防災先進国・日本を作ったのだと思う。そういう説明を、冒頭に少しでい

いのでいれてほしかった。 

震災の教訓を世界へということで、日本の体験を生かそうと、ＪＩＣＡ（国際協力

機構）の方がフィリピンでハザードマップを作成し、普及活動をしていた。過去の高

潮災害の状況について紹介されたが、高潮について知らなかったのでよく理解できな

かった。あとで台風が原因で起きる災害だと分かり、一つの台風でいろんな地区で高

潮が起きたことが分かった。また、被害の多かった地区、少なかった地区など、フィ

リピンのいろんな地区で取材をしていたが、同じ台風による被害なのか、ちがう時の

被害について話しているのか分からず混乱した。「同じ台風で」とか「同様に」など

とコメントしてもらえると分かりやすくなると思った。 

２年前の台風による高潮で122人が死亡した地区では、高潮がどういう災害なのか

を認知していなかったために避難せず、多くの犠牲者が出たそうだ。一方で、犠牲者

が３人と非常に少ない地区では、指導力のある強いリーダーがいた。「財産は取り戻

せても命は取り戻すことはできない」と強く呼びかけて住民を避難させ、命を守るこ

とができたということだった。新たに避難訓練も実施し、お年寄りはバイクで避難さ

せるなどの対策をし、訓練後に参加者から声を聞いて改善点をあらいだすこともして

いた。 

住民を守るには、強いリーダーシップと防災意識を地域で高めていく取り組みが必

要だと言っていた。呉助教が、コミュニティーベースでは「日本の方が遅れている面

がある」と話していたが、確かに遅れているところもあると思う。震災前、宮古市で

避難訓練をしたときの参加率が非常に低く驚いたことがある。その後、東日本大震災

が起きたのだが、風化していたのかもしれない。強いリーダーシップという話では、
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岩手県大船渡市に奇跡の集落とよばれる吉浜という地区がある。大津波の記憶を語り

継ぎ、村長が率先して住民の高台移転を進めてきた結果、東日本大震災の犠牲者は１

人だった。こういう日本の事例も紹介してもいいのかなと思った。 

2004年に津波により死者16万7千人をだしたインドネシアのスマトラ島のリポー

トでは、大学講師のムザイリンさんの防災活動が紹介された。地震が起きたとき、ム

ザイリンさんは家族に電話をし、安否確認をしたものの「逃げろ」とは伝えず、その

後押し寄せた津波で両親と兄弟を失ったそうだ。自宅の跡地を津波の恐ろしさを伝え

るために残していた。非常にどきっとし、胸が痛くなった。いいリポートだった。 

国内の身近な防災では、福島の川内村の広域避難訓練が紹介された。町が３千人の

住民の避難先とルートを決め、訓練を行っていた。また、気仙沼市の小泉中学校が取

り組む防災にちなんだおもしろい授業も紹介された。理科の授業では、身近に生えて

いる野草が調理して食べられることや、紙コップと火でお湯を沸かす方法などを学ん

でいた。実践しながら学んでおり、とてもおもしろいと思った。 

最後の締めくくりは、ゲストがコメントする時間があまりなかったようだったが、

防災のいろいろな取り組みが詰まった、なかなかいい番組だった。 

 

○  番組冒頭でカメラワークが乱れたところがあった。生放送と分かって準備している

のだから、そういうことがないようにしてもらいたい。宮城県の気仙沼出身のマギー

審司さんが出演していたが、４人のコメンテーターがいる中で、マギーさんの番組の

立ち位置がよく分からなかった。また、いつもの赤いジャケットの衣装は、防災・減

災の話をするのには、合わないように感じた。 

 

○  国連防災世界会議は、４万人規模で人が来て、200～300のシンポジウムがあると

いうことで、すべてを取り上げていくと収拾がつかない。どういう見せ方があるのか、

今回の番組もよく整理できないまま作り始めざるを得なかったのだろう。 

取り上げた一つ一つの事例はよく取材されておりよかった。問題は仕上がりの組み

合わせだ。全体としてどういう絵が見えるのかというところが、見えていなかったの

だと思う。国連防災世界会議とは何かということをフィードバックしながら一つ一つ

の事例を見せていけばよかったと思うが、そこまでできておらず、全体的に拡散する

印象になっていた。 

例えば、災害で１０万人以上が亡くなっているところは貧困の問題が大きい。今回

の会議でも、貧困と防災は大きなテーマになってくるはずだ。そこに焦点を当てて掘

り下げるなど、少し強引にでも土俵を仕切り、何らかの切り口を作って構成したほう

がよかったと思う。あまりに平板というか、一つ一つを散らばし過ぎた印象だった。

おそらく今後もなんらかの関連番組を作ると思うので、もう一度整理してもらえれば

と思う。 
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○  ４万人も集まる会議が仙台で開かれるということで、我々経済界の立場では、経済

効果や警備も含め、どううまく運営するかという話が専らだった。今回の番組で、国

連防災世界会議のテーマなどを理解し、頭を整理することができた。 

東日本大震災の教訓をどのように世界に伝えるかということと、海外の災害からど

う学ぶのかというテーマがあった。各論の紹介は、会議がまだ始まっていないので理

解に苦しむ場面もあったが、番組を作る側も難しかったのだろう。これまでニュース

でいろいろな報道があったが、特集番組で紹介したのはなかった。導入という意味で

は意義のある番組だったと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

制作するに当たり、国連防災世界会議について周りの人に聞

いたところほとんど知られておらず、まずはどんな会議なのか

を分かってもらおうと考えた。しかし、まだ会議が始まってい

ないため番組で説明するのは難しく、東日本大震災の経験を伝

えるということをテーマにすえ、各論としていろいろな事例を

取材した。しかし当初考えていた、国連防災世界会議がどんな

ものなのかという部分は中途半端になってしまった。開催まで

１か月を切り、今後、ニュースや番組でもいろいろお伝えでき

ると思う。また、国連防災世界会議でどのようなことをしたの

か、どんなことが課題になったのかなども伝えていくつもりだ。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月１６日(金)の東北Ｚ「生命に何が起きているのか～阿武隈山地・科学者たちの

挑戦～」は、ぜひ全国放送していただきたい。阿武隈山地の野生動物の調査から長期

間にわたる低線量被ばくの影響を解明するという内容で、「貴重なデータとしての動

物」というコメントがあり、映像も内容も怖かった。いろいろと考えさせられた。 

 

○  １月２３日(金)のクローズアップ東北「揺れる復興～疲弊する自治体職員～」は、

重い内容で、もっと早く取り上げてもいいテーマだった。今回は避難区域について

だったが、福島全体で同じことが起きていると思う。もっと突き詰めてさらに取材を

してほしいし、全国放送もしていただきたい。 

 

○  １月２３日(金) の東北Ｚ「即身仏～東北に息づく信仰の謎～」を非常に興味深く
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見た。昭和３５年に日本ミイラ研究グループが即身仏について学術調査をしたことが

紹介され、衝撃の事実がたくさんあった。即身仏の写真を撮ってきた内藤正敏さんの

インタビューも興味深かった。特に驚いたのは、湯殿山中連寺にまつられる即身仏、

鉄門海上人が、実は、土中入定していなかったという事実だ。これまで地元では、土

の中に入定してミイラになったと伝え聞いており、それを覆されたわけで、ショッ

キングな内容だった。病死した後に、信者の皆さんが即身仏として祭ったという。 

即身仏の学術調査は、大げさに言えば、エジプトのピラミッドと同じくらいすごい

大発見だと思う。日本ミイラ研究グループの松本昭さんが、「他の国にはないし、日

本だけしかない。文化史的に言っても大変な意義を持っている」と言っていた。とて

も興味深い作品で、大変な秀作だった。 

 

○  １月２３日(金) の東北Ｚ「即身仏」は、深い精神性を感じた。自分を捨てて人々

を救うために土中入定する、いわば自ら捧げ物になるのは「他利」ということだ。人

のために何かをしていくという、東北人が持つ精神性のようなものが表現されていて、

とてもよかったと思う。 

 

○  ２月１６日(月)の「ひるはぴ」に出演した料理の先生は、もう少しヘアメイクを整

えたほうが良いと思った。天ぷら料理の基本を教えるということで、エビとアスパラ

とマイタケだったが、季節感のある食材にしてもらいたかった。 

 

○  「東北発☆未来塾」の１月の講師は森公美子さんだった。１月１９日(月)モリクミ

流 歌声のチカラ「打てば響く 歌えば響く」では、塾生がだんだん自信を持って合

唱団を指導できるようになっていた。森さんの指導のチカラだと思うが、心の扉をた

たいて開けることを学んでいた。最後の１月２６日(月) の「世界に広げよう 合唱

の輪！」は、涙、涙だった。歌うほうも聞くほうもみんな涙で、非常によかった。森

さんが「夢や希望を持てば新しい自分に出会うことができる」と言っていた。すばら

しい最終回だった。この番組は、講師が大事だ。山本寛斎さんや森さんなど、大物の

ゲストを講師に迎えて制作してほしい。 

 

○  ２月７日(土)のＥＴＶ特集「住民帰還～福島・楢葉町 模索の日々～」で、楢葉町

の住民帰還の問題について放送していた。町長は今年の春には帰還のめどをつけたい

と言っていたが、実際は厳しい状況だった。４年間、空家となっていた家は荒れ果て

ており、除染はおおむね終わったもののまだ局地的にホットスポットが残るなど放射

線への不安も消えていない。解決されていない問題が山積みで、許可が出ても簡単に

は暮らせないだろうという内容だった。本当に再び戻って住むことの難しさを感じた。

国の施策も必要だし、我々もこの現状をもっと認識しなければならないと強く感じた 
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○  ２月１５日(日)の明日へ－支えあおう－復興サポート「未来に贈る 子どもたちの

紙芝居～福島・双葉郡 Ｐａｒｔ３～」は、子どもたちが、詩人・和合亮一さんと被

災したことを紙芝居にして伝えようというワークショップだった。おもしろかったの

は、和合さんが、「悲しい」とか「嬉しい」以外の言葉を子どもたちに探させるとこ

ろだ。子どもたちがどういう言葉が自分の気持ちにぴたっとフィットするのかという

ことを懸命に探していた。いろいろな復興があるが、自分を表す言葉を探し当て、自

分の今の立ち位置を発見させるというのも一つの復興の手法だということを、問わず

語りに表現した番組でとてもよかった。 

 

○  １２月３１日(水)～１月２日(金)に、「グルダ変奏曲～名盤を通して知る大芸術家

～」（12月31日(水)ＦＭ 前8:15～10:50、1月1日(木)2日(金) 前8:15～10:00）と題し

て、フリードリッヒ・グルダの特集を３日連続で放送していた。以前は、Ｅテレでも

「Ｎ響」だけでなく、名演奏家のアーカイブスを放送していた。こういったすばらし

い過去の演奏について、ぜひ、Ｅテレでの放送を検討いただきたい。 

 

○  ドラマ１０「全力離婚相談」はおもしろいと思っている。主人公の女性弁護士は、

娘に見捨てられたと思い仕事に打ち込んできたが、娘と一緒に離婚相談所でいろいろ

なケースに立ち会ううちに、お互いを理解していく様がよく、現代の世相にマッチし

たドラマだと思う。 

 

○  プレミアムよるドラマ「徒歩７分」は、初めはイライラしたが、見ているうちに、

ゆるっとした雰囲気にはまってしまった。俳優が素晴らしく、とても楽しく視聴して

いる。あと１回で終わるのがとても残念だ。 

 

○  プレミアムドラマ「だから荒野」は、分かりやすい設定で、とても楽しく見てい

る。ぜひ、総合テレビのドラマ１０などの枠でも放送してほしい。 

 

○  １月１９日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「紡ぐのは、洋服に込められた

思い～かけつぎ職人・松本孝夫～」を見た。私も以前、スーツの膝に穴を開け、かけ

はぎをしてもらったが、どこを直したか全然わからない仕上がりに驚かされた。そん

な体験もあり、すばらしい松本さんの技術に拍手を送りながら見た。 

 

○  １月２１日(水)の歴史秘話ヒストリア「“裏切り”の声は甘く悲しく～太平洋戦争

のラジオアイドル 東京ローズ」は、太平洋戦争の中で、アメリカ兵に慕われ、東京

ローズと呼ばれた謎の女性ＤＪについてだった。ラジオ・トウキョウは、政府の指導



12 

のもと、米兵の戦意低下をねらって、セクシーな女性の声でジャズを流していたそう

だ。東京ローズの正体は、アメリカ生まれの日系２世のアイバ・イクコ・トグリで、

両親の叔母の見舞いで来日した折に日米開戦となり、アメリカに戻れなくなった女性

だった。終戦後、反逆罪に問われアメリカ市民権も奪われたが、時代が変わって市民

権が復活し、最後は退役軍人から表彰されたということで、極めてドラマチックなス

トーリーだった。東京ローズという名前は聞いたことがあったがよく知らなかったの

で、すごいドラマがあったのだなと思った。 

 

○  １月２７日(火)のクローズアップ現代「“いまを生きる”言葉～詩人・吉野弘の世

界～」のゲストに、詩人の和合亮一さんが出演していた。有名な「祝婚歌」や「夕焼

け」などの詩が紹介され、和合さんのコメントも適切で、非常にいい番組だった。た

だ、吉野さんの出身が山形県であるということに一言も触れられていなかったのが残

念だった。和合さんも福島県出身だし、東北というものをもうちょっと出していただ

けたらありがたかった。 

人を助け、人のために何かするということが「他利」だと思うが、それは吉野さん

の作品にずっと通底して流れているテーマではないかと思う。 

 

○ １月２９日(木)の英雄たちの選択「もうひとつの明治維新～敗者・伊達家 北海道

開拓への苦闘～」では、仙台藩亘理伊達家の伊達邦成が紹介された。歴史は、敗者・

勝者の側でヒーローが違い、当然、歴史の伝え方も違ってくる。しかし、今回の番組

では、薩長の敗者側の歴史としてではなく、英雄の発掘という視点で伊達家の北海道

開拓について紹介しており、すばらしかった。課題の解決方法や考え方、仕組み、技

術など、現代につながるものがたくさんあった。ぜひ、オンデマンドでも見られるよ

うにしてほしい。 

 

○  １月２９日(木)の英雄たちの選択「もうひとつの明治維新」は、亘理伊達家の北海

道開拓の苦闘であった。今、ＢＳプレミアムで「独眼竜政宗」を再放送しているが、

三浦友和が演じる伊達成実の子孫にあたるのが亘理伊達家だ。伊達邦成は、北海道開

拓の功績により民間で初めて明治天皇から叙勲を受けた、賊軍からのヒーローという

ことだった。東北、中でも宮城県を力づけるよい話だった。伊達家はかなり北海道に

移住しており、その中でも早く開拓に行ったのが亘理伊達で、今は北海道の伊達市に

なっている。札幌の北にある当別町は岩出山の伊達家が行っている。また、札幌の白

石区は、白石の片倉家が移住したそうだ。そんなことを思い出しながら、賊軍の伊達

が頑張ったということで力づけられ、勇気づけられる番組だった。 

  

○  土曜ドラマ「限界集落株式会社」は非常におもしろく、関心を持って見ている。我々
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の住んでいる地域に状況がよく当てはまり、また、とてもコミカルで気楽に見ること

ができる。我々の地域にとってもいろいろなヒントが得られるのではないかと、今後

の展開に期待している。 

 

○  土曜ドラマ「限界集落株式会社」は、非常におもしろい。有機農業に取り組む主人

公に、経営コンサルタントがいろいろな助言をするが、言い方がいちいち気に障る。

「もうからないやり方は全部間違っている」、「やめてしまえ」など、どきっとする言

葉が出てきて腹が立つが、言っていることは正しい。私も農業をしているので、何か

いい方法が出てこないかとこれからが楽しみだ。ぜひ皆さんにも見てもらいたい。 

 

○  ２月１日(月)のＮＨＫスペシャル「追跡“イスラム国”」（総合 後9:00-9:53）は、

過激派組織ＩＳ・イスラミックステートについて相当深い取材がなされていた。見た

ことのない映像がたくさんあり、さすがＮＨＫの国際取材網だと思った。特に、ＩＳ

の幹部が油田を支配するために地元の部族長たちに会って懐柔していく場面はすご

いと思った。 

「アメリカの誤算」というコメントがあったが、アメリカの失敗と言っていいと思

う。イラク戦争でアブバクル・バグダディを、結局、野放しにし、今そのしっぺ返し

に遭っているわけだ。アメリカの罪深さについてもきちんと入っており、最近見たＮ

ＨＫスペシャルの中では最も優れたつくりの番組になっていた。密着映像がすばらし

かった。 

 

○  「Ｔｈｅ Ｃｏｖｅｒｓ」は、毎週楽しく見ている。２月２日(月)の「浅井健一」

は、浅井さんのまさかのテレビ出演で驚いた。２月１６日(月)のスペシャル「井上陽

水」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後11:15～11:59）は、カバーされる側だと思っていた井上陽水さん

本人の出演でとてもおもしろく、ＭＣのリリー・フランキーさんとのやりとりも楽し

かった。 

 

○  「１００分ｄｅ名著」、２月は「フランケンシュタイン」を取り上げている。個人

的にフランケンシュタインを研究したりもするので喜んでいるが、一方で「名著」な

のかという疑問もある。最近、「名著」というより、知られざる傑作を取り上げるこ

とが多く、果たして番組タイトルに見合っているのだろうか、大丈夫なのだろうかと

感じている。 

 

○  ２月１１日(水)の歴史秘話ヒストリア「ふたりの時よ 永遠に 愛の詩集“智恵子

抄”」は、前田亜季さんが智恵子を、鈴木一真さんが光太郎を演じており、２人の雰

囲気がとてもよかった。また智恵子抄を読んでみたいなと思った。 
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○  ２月１３日(金)の ドキュメント７２時間「便利屋、都会を走る」は、びっくりす

る内容だった。妻の誕生日に思い出の店のケーキを買って来てほしいという依頼や、

風呂場にでたナメクジの駆除など、いろんな仕事の依頼が寄せられていた。東京中心

だと思うが、今が見えて非常におもしろかった。世の中どうなっているかよく分から

ない面が多いが、なるほどと思いながら見た。いい番組だった。 

 

○  ２月１６日(月)のサラメシ「第４シリーズ 第３５回」で、青森空港の除雪隊、ホ

ワイトインパルスが紹介され、２月１５日(日)の小さな旅「いてつく鉄路で～青森県 

津軽鉄道～」では、津軽鉄道が紹介された。どちらの番組も、若い人たちが自分たち

の仕事にプライドを持っており、どんなに悪天候にもめげず、運休しないよう奮闘し

ていた。自分たちが定時運行を守るのだという強い意識が感じられ、とても楽しんで

見た。 

 

○  ２月１７日(火)の 地方発 ドキュメンタリー「それでもボクらは小舟をさがす」

は、「広い河の岸辺」というスコットランド民謡の話だった。「花子とアン」や「マッ

サン」でも歌われ、とても素敵なメロディーだと思っていたが、八木倫明さんという

方が、離婚して失意のどん底にあったときに出会った歌だということが分かり、とて

もおもしろかった。八木さんは永遠の少年で、やりたいことをやれればお金がなくて

もいいと思っていて、八木さんの音楽に共鳴した同年代の二人の男性が音楽活動をサ

ポートしていた。「広い河の岸辺」は、深い闇の中でも希望を見つけよう、希望を持

とうというメッセージがあり、これからも残ってほしい歌だと思った。 

 

○  ２月１８日(水)のクローズアップ現代「戸籍のない子どもたち（２）どうしたら救

えるのか」について。昨年５月の第１回の放送後、国が実態調査を初めて行った事が

紹介されたが、この番組がきっかけになって実態調査が行われたのか、関連性が気に

なった。ゲストが作家の天童荒太さんで専門家ではなかったが、この問題を真摯（し）

に突き詰めている方だった。ゲストによって番組のカラーも変わるのだなと思った。 

 

○  ことし始まった、認知症キャンペーンについて。仙台局では、以前から認知症の方

の徘徊（はいかい）について、ラジオでも随時情報を流している。認知症の方を地域

みんなでどう守っていけるのかということも含め、このキャンペーンに期待している。 

 

○  仙台局で朝のニュースを担当している大成安代アナウンサーは、最近、責任感が出

てきた感じがし、とてもよい。 
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○  籾井勝人会長と民主党の衆議院議員との会合の件について、昨夜、民放のニュース

を見た。言った、言わないの世界で、怒号が飛び交っていた。このようなものを見る

と、何というか非常に悲しくなる。これ以上はコメントしないが、現場の職員の方々

はこれまでどおり良識をもって頑張ってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

来年度の東北地方向け地域放送番組の編集計画を了承してい

ただいた。いただいたご意見をもとに、２７年度もよりよい放

送ができるように各局とも気を引き締めてやっていく。東北を

もっとどんどん売り込んでほしいというようなご意見が多かっ

たと認識している。一層努力を重ねていくつもりだ。 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７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、１５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。 

会議は、まず、東北地方および地域放送の番組を含め放送番組一般について活発

に意見の交換を行った。 

最後に、２月の番組編成について説明の後、放送番組モニター報告と視聴者意向

報告が行われ、会議を終了した。 

 

 

（ 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） 

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  （(一社)岩手県芸術文化協会理事） 

向田 吉広  （東北電力（株） 常務取締役） 

 

 

（主な発言） 

 

＜東北地方および地域放送の番組について＞ 

 

○  「てれまさむね」の気象予報士の篠原正さんとやっぺぇのマフラーがおそろいだが、

いつも同じマフラーをしている。たまには変えるといいと思う。１月１４日(水)の放

送では、やっぺぇがどんと祭の裸参りの格好で登場し、その前は冬将軍になっていた。

すごく楽しく見ているので、こういうことは続けてほしいと思っている。 

 

○  「やっぺぇ！たいそう」はヒットだと思う。これはソウルダンスかもしれない。土  

着のものを発掘していくことはまさに地方創生だと思うので、ぜひ全国発信してほし

い。全国ネットがあるのがＮＨＫの一つの魅力だ。地域固有の文化を発掘して、広め

ていただきたいと思う。 
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○  「ひるはぴ」の「日舞エクササイズ」を母と一緒にしている。私はテレビを見なが

ら、先生の言葉どおりに動けるが、年配の方には難しいようだ。先日、「ひるはぴ」

を見ている７０代、８０代の方たちと話した時、「先生の話が少し早過ぎて、理解で

きないときがある」、「私たちおばあちゃんにも分かるような簡単な動きの日舞を

やってもらえると動けるのに」と言っていた。もう少し話し方をゆっくりにし、足の

動きや手の動きを、左右分かりやすく説明してもらえるといいと思う。 

 

○  １２月２１日(日)のＮＨＫスペシャル メルトダウン Ｆｉｌｅ．５「知られざる

大量放出」（総合 後9:15～10:13）について。このシリーズは毎回見ている。なぜ原

発事故が起こったのかという謎解きをしていく劇中劇があり、見入ってしまう番組だ。

今回は、注水をしたらかえって水蒸気が発生し、ジルコニウムと水が反応して放射性

物質が発生したとか、よかれと思ってやったベントによって、中にたまっていた放射

性物質が外に放出されたということが報告された。よかれと思ってやったことが全て

裏目に出ていくという部分を活写していた。原発事故の一側面をこれもよく映した番

組だったと思う。ぜひ今後も続けてもらいたいシリーズだ。 

 

○  １２月２６日(金)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「３８万人の甲状腺検査」（総

合 後10:00～10:49）を見た。甲状腺検査は、不安を解消するための検査が、むしろ

不安を募らせる結果になっている面があり、やめた方がいいという意見もある。一見

普通の生活をしているように見える人たちも、子どもの健康に関して強い不安がある。

番組では、その不安を表に出さずに生活している心情についても説明しており、取り

上げてくれてよかったと思う。最後に鎌田靖キャスターが言った、「今、福島で起き

ていること、それを社会全体がいかに共有していくか、そのことも問われている」と

いうコメントは、そのとおりだと思いながら見た。今後もずっと取材を続けてほしい。 

福島県民には、医大が調査を専ら仕切っていることに不満を持っている人が少なか

らずおり、県民健康管理調査の２巡目の受診率は３割台にとどまっている。医大への

不安・不信というものがある中、医大にあそこまでインタビューができたことを驚き

ながら見た。 

福島局の中島紀之デスクがすごく落ち着いて、中立を保って話しているのが印象的

だった。医大への配慮やその他いろいろあった中でのコメントだったと思うが、問題

点はきちんと指摘しておりよかった。だが、もう少し批判色があってもよかったと思

う。 

福島では、震災直後からずっと、不安な気持ちを声に出せないすごいストレスがた

まり続けている。今、復興が進み、避難区域が解除され、「戻れ」という風潮が続い

ているが、そうは言っても不安だという気持ちもあり、戻る、戻らない、という選択
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を常に迫られている人たちには、心の壁のようなものがある。そういう福島の人々の

心情についても番組に有機的につなげ、作り続けていってほしい。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「３８万人の甲状腺検査」を見た。仙台局と福島

局の合同で制作したというのが最後に分かった。番組は県立医大の不手際を前面に出

して始まった。医大に対する不信感があるのは、そうだろう、と思った。中島デスク

が「チェルノブイリをお手本にし、地域医療機関と連携し、国がリーダーシップを」

と言っており、そのとおりだと思った。 

しかし、番組を見たあと、救われない気持ちになった。低線量被ばくと甲状腺がん

の因果関係が分かっていないという前提の説明があり、中島デスクが福島の甲状腺

がんの発生率のデータを見せたが、高かった。自覚症状のない人も含め、多くの人が

積極的に検査して探した結果、発生率が高くなるという解説があったが、子を持つ福

島県の親は、恐らく気持ちがぐちゃぐちゃになっているだろうと感じた。積極的に検

査を受けるよう言われるが、受ければ受けるほど甲状腺がんの発生率が上がるという

因果関係になるからだ。見ていて、全く救われない気持ちになってしまった。この矛

盾を福島県民は抱え込んでおり、非常に不安を感じているということなので、何か方

向性を与えてあげないと身もふたもない話になってしまう印象を持った。さてどうす

るんだろう、という消化不良の印象が残る番組だったが、一方で、制作意図の失敗か

というと、そうではなく、問題の複雑さ、本質が闇の中にあるということだと思う。 

 

○  ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「３８万人の甲状腺検査」は、県立医大の対応に

問題があったということだが、医大側もその辺は反省し、対応していることが分かっ

た。受診率が落ちてきている背景には、医大の対応への反発のほかに大きく２つあっ

た。１つは、検査しなくても大丈夫だと思っているということ。もう１つが検査をし

て結果を知るのが怖い、不安だから嫌だということだった。検査をすればするほど、

いろんなことが分かっていくのだと思う。検査をしなければ分からないわけで、しな

くていいということにはつながらない、この番組にはそういったメッセージがあった。

こういった現状について知らなかったので、全国放送する意義のある番組だったと思

う。今後も、深掘りし、取材を続けていただきたい。 

 

○  １２月２８日(日)のうまいッ！「復活！伝統の味 焼きハゼ～宮城・石巻市～」で、

仙台雑煮に使う、石巻の長面浦の焼きハゼを取り上げていた。長面浦は、海の子宮と

言われる非常に穏やかな内海で、ハゼやカレイが産卵をして育つ美しい場所だ。番組

では、東日本大震災の津波に襲われながらも、焼きハゼを復活させた榊照子さんが紹

介された。仙台のソウルフード、焼きハゼをよくぞ取り上げてくれたと思った。震災

と絡めて取り上げたということと、地元のミュージシャン、メイナード・プラントと
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「みやぎ在来作物研究会」会長の若生裕俊さんを登場させることで、焼きハゼ文化を

立体的に描いたところが、すばらしいと思った。また、番組で、焼きハゼにとどまら

ず、全国各地のいろんな雑煮を紹介しており、それぞれの土地の雑煮文化というのも

余すところなく伝えていた。非常に地元を勇気づけるいい番組だったと思う。 

 

○  １２月２９日(月)にアンコール放送した、東北発☆未来塾「里海のチカラ うみべ

え里海教室 海の復興にかかせないもの」では、アマモの再生に取り組んでいた。塾

生の一人、上田克幸さんが自身の被災した経験を語っていた。上田さんのふるさとの

宮城県東松島市野蒜（のびる）地区は、津波で住民の１割以上が亡くなったそうだ。

海が怖くなり塾生に応募するかも迷ったそうだが、勇気を奮って参加したということ

を語っていた。語ることで、彼はこれから立ち直っていくだろうと思った。途中から

アマモの再生から心の再生、心の復興という話に番組が展開し、非常によかったと思

う。ハードとソフトのどちらの再生にもつながっていると感じた。そういう意味で、

よかった。 

 

○  １月５日(月)、１２日(月)の「東北発☆未来塾 モリクミ流 歌声のチカラ」を視

聴した。１２月の講師は、山本寛斎さん、今月は森公美子さんとすばらしい人が講師

に来ている。この番組は、主体が塾生なのかゲストなのか分からないときがあるが、

今回、森さんの放送を見て、未熟でぎこちない雰囲気の塾生たちだが、そこがいいの

かなと見直した。１２日(月)の「合唱の道も一歩から」のエンディングでは、番組応

援団のサンドウィッチマンが「こんな状態で大丈夫かな」と突っ込んでいたが、総合

テレビで放送している「応援ドキュメント 明日はどっちだ」のように、次回につな

げていくような気持ちで見られて、よかった。番組ホームページにも次回が楽しみに

思えることが書かれていた。視聴率は高くないと思うが、地元の人たちが「どうなる

のかな」と、ドキドキして見続けるような番組になるといいと思う。 

 

○  「東北発☆未来塾 モリクミ流 歌声のチカラ」は、１回目、２回目と、本当によ

かった。合唱指導を任された塾生たちがおどおどしており、先生の見習いという雰囲

気で、立ち位置がそもそも違うと思った。あの塾生たちが次回、どういう気持ちで仮

設住宅の人たちが集う合唱団に溶け込んでいくのだろうかと楽しみに思った。このよ

うに人が変わっていく様子をシリーズで放送していくのは、とてもいいと思った。 

やはり仮設住宅では声を潜めて暮らしていて、どうしてもストレスがたまると思う。

皆さんが「歌声のチカラ」など、ほかのいろんなチカラでハッピーになれたら、と願っ

ている。 

 

○  「東北発☆未来塾」を見た。１２月は山本寛斎さん、１月は森公美子さんと超ビッ
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グな講師で、やはりこの番組の成否の鍵を握るのは講師力だと感じた。山本さんは、

トルコのイスタンブールで行ったスーパーショーで、総勢180名のスタッフを動かし

ていた。山本さんは、経験豊富なプロのイベントプロデューサーであり、ファッション

デザイナーでもある。堂々たるもので、言葉一つ一つに重みがあった。塾生に、「落

ち着け。周囲を見ろ」など、気合いをかけていた。今まであまり気合いをかける講師

はいなかったと思うが、やはりかけないとだめだと思う。森さんも塾生に「一緒に歌っ

てもらうという気迫がまったく感じられなかった」と叱っていた。やはりそういう

インパクトがないと番組としておもしろくない。今回は、そういう意味で非常にイン

パクトがあり、講師力が番組の成否にかかわると感じた。 

また、どうして山本さんがすごいのだろうと思いながらずっと見ていた。山本さん

が、歌舞伎にヒントを得てショーにとりいれている「寬斎流引き抜き」は、すごいと

思った。 

イスタンブールのスーパーショーでは、黒子が照明を手で持ち、モデルを照らすと

いう手法がとられていた。観客が「色にあふれ、すばらしいショーだ」と褒めていた

が、私もそう思った。人を動かすチカラというのは、経験とそれから才能にあり、百

戦錬磨の経験というのは非常に大きいと思った。 

森さんも、熱意のある人を動かす言葉を発していた。塾生が怒られるのは当然だと

感じた。指導を受ける側の人たちから、「もうちょっと指揮して」などと言われてい

るくらいで、やはり若いし、経験がない。出身中学と出身高校に行って合唱を教えて

いるという子が１人いたが、あの子はやはり違っていた。経験から来るものだと思う。

やはり経験は非常に重要だということを感じたし、講師力が大事だと感じた。 

 

○  「東北発☆未来塾」は、○○のチカラというテーマが、よくもこんなにあるなと思

いながら見ている。１２月の山本寛斎さんが講師のシリーズもすばらしかった。今回

の「歌のチカラ」のシリーズは、もっと早く放送があってもいいテーマだと思った。

講師役の森公美子さんと塾生の気持ちのギャップがすごく、塾生には、もっと心構え

をしてから出てきなさいというところがあるが、塾生の成長を楽しむという見方もあ

るのだなと思った。 

 

○  １月１１日(日)の福島をずっと見ているＴＶスペシャル「福島と神戸 つながる若

者たち」（Ｅﾃﾚ 前0:30～1:15）は、阪神・淡路大震災に関連する内容で、時期的にも

とてもよい放送だった。神戸の子供たちとの交流が描かれていて、いつもは高校生以

上を取り上げることが多い番組だが、今回は小学生がメインで新鮮だった。後半、仮

設住宅で暮らす人たちに歌を披露している、福島県二本松市の小学校の合唱部を取り

上げていた。活動する気持ちについて、「心の復興とか、少しでも元気になってもら

えたら」と言っており、小学生がすばらしいことを言っていると感じた。本当に信念
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を持って、子どもたちが頑張っていた。一方で、芝居や歌の活動が、子どもたち自身

のセラピーにもなっていることもしっかり伝わってきて、とてもよかった。 

 

○  １月１３日(火)の地方発 ドキュメンタリー「牛の命をつなぐ～“震災後”を生き

る高校生～」を見た。番組冒頭、いっちゃん（土谷移月さん）が、彼氏と２人で歩い

てきた瞬間に、ああこれはいいと思った。いっちゃんの存在で番組にどんどん引き込

まれていった。牛がケガをするハプニングもあって、ストーリー性が深く、歴史に残

るピカイチの番組だと思った。「命を次へバトン」という全体のテーマも、すごくよ

く伝わった。現状がとてもよく分かったし、いっちゃんやゆーみん（曾我侑美さん）、

そして牛に対しても、テーマが深掘りされており、宮城県農業高校の背景もしっかり

分かった。いっちゃんの「奇跡の命のバトンを、今、持って走っている最中」という

言葉や、「（家畜は）人間に有用な価値をもたらさなくなったら居られない」など、

心に残るすばらしいインタビューがあった。命のバトンが次につながっていく。見終

わった後、捨てたもんじゃないな、日本も頑張れるぞという気持ちになった。すばら

しい番組だった。 

 

○  １月１３日(火)の地方発 ドキュメンタリー「牛の命をつなぐ」は、すごくよかっ

た。宮城県農業高校は、命を生産する現場につく子どもたちに、鶏の解体を見せるな

ど、命の授業をしていた。命をいただく意味を学んでいるのはすばらしいと思った。

鶏にしろ、牛にしろ、子どもにしろ、突っ込んだ一つずつのテーマが全然かすんでお

らず、共感が持てた。 

 

○  １月８日(木)に放送された、ろーかる直送便 シリーズいわて「豊田エリーの 今

夜は日本酒！～これぞ“南部杜氏”の心意気～」をオンデマンドで見た。こだわりの

南部杜氏（とうじ）がいる蔵元が３つ紹介された。修行中のアメリカ人の杜氏もいた。

酒造りのこだわりは、こうじを作るところから始まっており、徹底したデータ主義の

方もいたし、手に宿る感覚を大事にしている方もいた。酒造りの現場を、それぞれ違

う蔵元からうまい具合に紹介しており、大変見やすく、分かりやすかった。短い番組

だったが、杜氏たち共通の思い、日本酒は完成形ではなく進化形で、日本酒造りはあ

くなき挑戦であるという、杜氏たちの心意気のようなものを強く感じさせられた。 

最近新聞で、空港の国際線の免税店で日本酒がよく売れているという記事を見た。

和食が世界遺産になり、それにベストマッチする酒ということで、日本酒の受けがい

いそうだ。豊田さんは、こういう背景にもうまくマッチした人選だと思った。浮つい

たところがなく、いいコメントをしており、よかったと思う。 

 

○  １月１１日(日) のサンドウィッチマンの歴史コント「サムライ宣教師クルーズ」
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（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後11:00～11:59）を見た。サンドウィッチマンならではの、ゆるい楽

しい番組でよかったと思う。ためにもなり、おもしろく視聴した。 

 

   

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ＢＳ１スペシャルで「時代をプロデュースした者たち」のシリーズが始まり、１２

月２０日(土)の 第１回「大リーグを超えろ Ｖ９巨人・川上哲治監督」（ＢＳ1 後

8:00～8:49:30）を、元球児として楽しく見た。川上さんがドジャースの戦法を導入

し、日本の野球を変えたというのは、よく知られたことであまり驚きはなかったが、

牧野茂さんを取り上げたのが渋いと思った。名参謀と呼ばれたヘッドコーチが、日本

のプロ野球を近代化するに当たってキーマンだったということで、おもしろかった。

野村克也さんがインタビューで出演していたが、牧野さんの発想は野村さんに引き継

がれ、データ野球や捕手の大切さなど、日本型の野球が形成されていったのだと思う。

日本で野球がいかにして育まれたかということが通覧できたというふうに思う。次も

楽しみにしている。 

 

○  １２月２２日(月)の ＮＨＫスペシャル「調査報告“消えた”子どもたち～届かな

かった“助けて”の声」(総合 後7:30～8:13)を見て、社会との接点を断たれ、存在

が消えたような子どもたちがいるということにびっくりした。なおかつすごかったの

は、１８年間本当に家に閉じ込められて家から出されなかった女の子が、保護から９

年たった今、顔を出して全てをさらけ出してくれたというところだ。制作側の熱意が

彼女に伝わったのだと思った。途中で涙があふれ、話せなくなったりしながらも、取

材に応じてくれたのはすごいと思った。とても考えさせられた。 

 

○  １２月２２日(月)の ＮＨＫスペシャル「調査報告“消えた”子どもたち～届かな

かった“助けて”の声」(総合 後7:30～8:13)と１２月２８日(日)の「子どもの未来

を救え～貧困の連鎖を断ち切るために～」(総合 後9:00～9:58)は、どちらも子ども

関連のテーマで、内容のある番組だった。 

貧困は世代間連鎖をするということで、日本は相対的貧困率が先進国の中で４位と

高く、６人に１人の子どもが経済的に貧困状態にあるということだった。 

「消えた子ども」については、無関心や自分のことだけで精いっぱいだという状況、

あるいは踏み込んだ関わりを持ちたくないというようなところから、こういったこと

が起きるのだろうと思った。 

貧困についても、当事者がいろいろなＳＯＳを出しているが、行政としても例えば

公共料金の未納とかいろいろなＳＯＳを感じることがあるけれども、対処できていな



8 

い等の問題があった。社会的無関心がこういった状況につながってきているのだろう

と思った。本当に考えられないようなことが起きていて、ショッキングだったが、大

きな意味のある番組だった。 

 

○  １２月２６日(金)に「超絶 凄（すご）ワザ！選」が続けて放送されていて、視聴

した。「パット世界記録に挑戦！～超精密シミュレーターを目指せ～」（総合 前1:16

～1:41）、「パット世界記録に挑戦！～超精密ロボットを製作せよ～」（総合 前1:41

～2:06）は、ジャック・ニクラウスのゴルフのロングパット33.5メートルの大記録に

挑もうと、映像解析のシステムエンジニアたち、オバマ大統領にパットを進呈したと

いうパター職人、正確無比なパットをするパッティングロボットを製作する人たちが

集結した。 

しかし、グリーンには起伏があり、芝の状態、風など複雑な状況がからみあい、な

かなかシミュレーションどおりにいかず、どうなるんだろうと非常に興味を持って見

た。準備を重ね挑戦したパットの１発目は、３メートル手前で止まった。次は初速を

変え、カップ左４０センチのところで止まった。打ち出す方向を修正し、パット職人

が直前にスウィングの幅をミリ単位で調整して挑戦したら、ついに入った。大変おも

しろい番組だった。 

   続けて、「抜け！超ヘビー級だるま落とし～“究極の滑り”対決～」（総合 前2:06

～2:31）、「抜け！超ヘビー級だるま落とし～“謎の摩擦”を克服せよ～」（総合 前2:31

～2:56）が放送された。鋼鉄の円柱を輪切りにし、それを１０段重ねてエアハンマー

でたたき、果して何段まで落とせるのかという挑戦に、砥石メーカーとコーティング

会社が挑んだ。摩擦をなくせばいいわけだが、表面を平らにしすぎると素材同士が吸

いつく現象が起き、適当な荒さも必要だった。最終的にはどちらも３段どまりで、ど

ちらのチームもリベンジしたいと言っていた。これはまたやってほしいと思った。 

その次は、「究極の台車～“振動ゼロ”への険しい道～」(総合 前2:56～3:21)、「究

極の台車～“振動凸凹道”の頂上決戦～」(総合 前3:21～3:46)で、台車の振動を極

限までなくすという挑戦。ウレタンゲルの会社とサスペンション、バネの会社が、そ

れぞれで開発した台車にイチゴを乗せ、どちらの台車がイチゴを傷つけずに運べるか

を競った。見た目ではイチゴはほとんど動かず、傷も全然見当たらないため、映像解

析で判定に及んだ。すると僅かな差でサスペンションの方が勝っていた。これもすご

いなと思った。 

日本人は、究極のものに挑戦する、究極を目指してのめり込むという、そういう気

質があるように感じた。日本の技術力を高めている根本を成すものだと思う。 

 

○  「めざせ！２０２０年のオリンピアン」を年末年始にかけて見た。１２月２８日(日)

の東京五輪の原石たち「飛び込み高校女王×日本の女王」（総合 後5:30～5:58:30）

http://www4.nhk.or.jp/olympian/x/2014-12-28/21/4294/
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では、飛び込みの高校女王と日本の第一人者のオリンピアンとの出会い。１月１日

(木)の海外ＳＰ「世界の金メダリストが本気指導！」(ＢＳ１ 後2:00～2:58:30)は、

アーチェリー中学日本一の１５歳と海外に出て接点を持ったという韓国のメダリス

トとの関係。１月１日(木)の東京五輪の原石たち「バドミントン驚異の中学生×日本

のエース」（ＢＳ1 後3:10～3:38:30 ）は、全日本選手権で中学１年生で勝利をあげ

た青森の奈良岡功大くんと世界ランキング３位の田児賢一選手。１月４日(日)の東京

五輪の原石たち「銀メダリスト三宅宏実がスパルタ特訓！？」（総合 後5:30～

5:58:30）は、ウエイトリフティングで、高校チャンピオンになった１８歳の女の子

とロンドンの銀メダリストの三宅さん。 

オリンピアンが若い子たちを見て指導する番組だが、オリンピアンの目のつけどこ

ろや指導法は、いつもなるほどと思わせる。バドミントンでは、世界ランキング３位

の田児選手がテクニックに走る奈良岡くんに対して、このままでは世界には通用しな

い、もっと簡単なことをしっかりできるようにやっていこう、ということを伝えてい

た。 

この番組は当たり外れがなく、若い子と一流の選手との関係をいつも楽しく見てい

る。東北の子どもたちについてもどんどん番組で紹介してもらえるといいと思う。 

   

 

○  １２月２８日(日)の「スター☆ウーマン～輝くアメリカ女性の仕事物語～」（総合 

後6:10～6:43）を見た。ＢＳ１で放送するような番組だと思うが、総合テレビで放送

するのはとてもよいと思う。夕方の時間帯での放送は、どうかなとは思ったが、ぜひ

総合テレビで放送してもらいたい内容だと思った。 

 

○  １２月２８日(日)のＮＨＫスペシャル「子どもの未来を救え～貧困の連鎖を断ち切

るために～」（総合 後9:00～9:58）を見た。ＮＨＫが継続して貧困の問題に取り組ん

でいることに深い敬意を表したい。とてもよく出来ており、全国の事例が紹介され、

困窮者支援団体の理事、鈴木晶子さんが的確なコメントをしていた。学校をプラット

ホームにして貧困に気づくなどさまざまな提言をされていて、とても説得力があった。 

また番組中に、ひとり親世帯の相対的貧困率が54.6％で先進２０か国の中で最悪だ

とか、働く世代の単身女性の相対的貧困率が33.3％だとか、子どものいる家庭への公

的支出が先進国で４番目に低いなど、さまざまな数字が出てきた。できれば、総選挙

前にこの番組を放送してほしかった。 

 

○  １２月３１日(水)の「第６５回ＮＨＫ紅白歌合戦」について、実は、「ＮＨＫ紅白

歌合戦」を初めてしっかりと見た。紅組司会の吉高由里子さんのおどおどした頼りな

い雰囲気がとてもおもしろく、そこを総合司会の有働由美子アナウンサーがしっかり

http://www2.nhk.or.jp/hensei/program/p.cgi?area=001&date=2015-01-01&ch=11&eid=8278&f=3040
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支えていたのがとてもよかった。とても楽しく見させてもらった。 

 

○  「第６５回ＮＨＫ紅白歌合戦」は、中継が多い印象を持った。時間も長く、中継は

特別扱いだった。後で知ったが、紅組と白組で出場組数が違うそうで、そもそも「合

戦」なのかと疑問に思った。「アナと雪の女王」企画の神田沙也加さんとイディナ・

メンゼルさんのデュエットは、英語と日本語で歌い合っており、しかたないかもしれ

ないが、違和感があった。 

幅広い世代に見てもらえるような配慮があることは分かるが、若者を意識したと思

われるパート、妖怪ウォッチやＡＫＢファミリーなどを実際に若者は見ているのだろ

うか、演歌などを好まれる「ＮＨＫ紅白歌合戦」への思いの強い世代は若者のパート

を見ているのだろうか、需要と供給は合っているのだろうかと、いろいろ疑問に思い

ながら視聴した。演出は凝っていておもしろかったが、今後もこのようなスタイルで

放送していくのだろうかと感じた。また、ＮＨＫの番組ＰＲをしていたが、これだけ

歴史を持つ大きな番組でどうだろうと思った。いろいろと考えてしまうところがあっ

た。 

 

○  「第６５回ＮＨＫ紅白歌合戦」は、ＮＨＫの番組の関係者がたくさん出演し、ＮＨ

Ｋの番宣のような印象をうけた。また、果たして実績のある歌手がきちんと選ばれて

いるのかという、選別に対する疑問を感じた。放送時間は長過ぎると思う。もっとコン

パクトでいい。 

 

○  「第６５回ＮＨＫ紅白歌合戦」は、仕事で途中からしか見られなかったが、スマー

トフォン用のアプリがありダウンロードした。それを見ると進行がリアルタイムで分

かったり、昔の「ＮＨＫ紅白歌合戦」の歴史みたいなものを詳しく見られ、とてもお

もしろかった。投票ができるので、投票もした。歌合戦をする必要があるのかという

意見もあるが、アプリで参加できると自然と投票もしてしまうので、それはそれでい

いなと思った。 

出演者も、歌手の方と企画のゲストもいる。視聴者は「ＮＨＫ紅白歌合戦」をずっ

と見ているわけでなく、民放と交互に見ているのだと思う。そういう人が、企画で滅

多にテレビに出ない人が見られるとなると、ＮＨＫにチャンネルを戻すのだろうなと

思う。ＮＨＫではそういう効果も狙っているのかなと感じながら見た。「ＮＨＫ紅白

歌合戦」は、毎年見ていておもしろい。今年も楽しみにしている。 

 

○  １月１日(木)に再放送した、ＮＨＫスペシャル「カラーでよみがえる東京～不死鳥

都市の１００年～」（総合 後4:45～5:58）を見た。映像のアーカイブがすごいと感じ

た。１０年、２０年のサイクルで同じような状況が起き、同じような過ちを犯したり
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と、歴史は繰り返しているということが非常によく分かった。インパクトある出来事

に影響され、強く感情が揺れる国民性のようなものもよく捉えられていた。 

 

○  １月３日(土)のいよいよ「花燃ゆ」スペシャル（総合 後6:05～6:48）では、杉家

の女性３人、井上真央さん、優香さん、檀ふみさんが女子会ふうの座談会をしていて

楽しかった。お雑煮も、幕末の説明もよかった。ただ、東出さんが青森に旅するとこ

ろは、ピンぼけの印象があった。 

他にも「鶴瓶の家族に乾杯」や「５０ボイス」、「歴史秘話ヒストリア」などでも「花

燃ゆ」関連のテーマで放送しており、ＰＲに力を入れているのだと思った。 

 

○  １月３日(土)のＮＨＫスペシャル ネクストワールド 私たちの未来「第１回 未

来はどこまで予測できるのか」(総合 後7:30～8:43) 、１月４日(日)の「第２回 寿

命はどこまで延びるのか」(総合 後9:15～10:04)を非常におもしろく視聴した。３０

年後の未来の生活を、ドキュメントとドラマで描いており、近未来が非常にリアリ

ティーを持って感じられておもしろかった。人工知能がビッグデータを解析し、それ

が生身の人間の判断基準や行動基準になっていくのは、結局、考えることを外にアウ

トソーシングすることだと思う。そうなると人間は進化するのか退化するのか、ある

意味、戦慄が走った。人工知能がはじき出す行動基準が一般的になれば、モラルまで

変化するのではないか、そういうことも連想させられた。 

衣装や効果の部分もかなり凝っていて、一流の方を起用していた。番組宣伝も結構

しており、力を入れている番組なのだなと思った。冒頭、サカナクションというバン

ドがライブをしていたが、それに視聴者がアバターをつくって参加できるという試み

もあり、非常におもしろかった。あと３回、シリーズで放送するそうなので、楽しみ

にしたい。 

 

○  １月３日(土)の「新春テレビ放談２０１５」（総合 後11:40～4日(日)前0:39）は、

毎年楽しみにして見ている。毎年出演者の人選とコメントがいい。最後のほうで、ネッ

トに負けない番組づくりとはという話が出たとき、そもそも対立していないのではな

いかという意見も出てきて、とてもおもしろかった。来年も楽しみにしている。 

 

○  「花燃ゆ」の番宣は、前回の「軍師官兵衛」のときとはまた違う形でＰＲしており、

とても興味深かった。１月４日(日)の歴史にドキリ ｆｅａｔ．花燃ゆ「フラワー・

バーニング・スペシャル～中村獅童が歌って踊って魅せます～」（総合 後0:15～

0:55）は、とてもおもしろくて楽しめた。 

 

○  新しい大河ドラマ「花燃ゆ」を見た。学園ドラマであり、幕末のホームドラマであ



12 

り、恋愛ドラマも入っている、てんこ盛りの内容だったが、１回目と２回目はとても

おもしろく視聴した。 

 

○  大河ドラマ「花燃ゆ」を見た。結構おもしろいのに視聴率が悪かったようだ。しか

し、番組自体が否定されているわけではなく、「大河ドラマ」自体がやや忌避され始

めているのかなと感じている。日曜日、あの時間に４５分間を年間通して見るのはき

ついということだと思う。また、番宣をたくさんやっていたが、その効果も出ていな

いのだろう。イケメン俳優を集め、若い女性に見てもらいたいと考えたのかもしれな

いが、若い女性はあの時間帯は見ないのだろう。根本的にコンセプトを変えていくこ

とも必要なのかもしれない。 

「連続テレビ小説」も、以前は通年でやっていたこともあったが、今は半期にして

いる。長尺のものを腰を据えてじっくり見ることを日本人はしなくなってきているの

かもしれない。１５分の「マッサン」は毎日リズムがあって見られるが、週１で、４

５分は習慣として厳しいのかもしれない。思い切って半期ごとにするのもありだと思

う。大河ドラマが曲がり角に来ているという印象を強く持っている。 

 

○  「花燃ゆ」に関連しての企画で、「英雄たちの選択」や「歴史秘話ヒストリア」で、

吉田松陰の３０歳までの大体のストーリーを説明しており、「花燃ゆ」を全部見たよ

うな気になってしまった。番宣の意味はあるのだろうかと思った。その中で、２年前

に放送した「八重の桜」では吉田寅次郎役を小栗旬さんが演じており、兵学を勉強し

ていて福島の山本家に立ち寄ったことが紹介されていた。今回、吉田松陰の側から見

て、こういうふうにつながるのかとおもしろく見た。「花燃ゆ」は２回ともおもしろ

く見ている。 

 

○  連続テレビ小説「マッサン」で、テーマソングの歌詞が変わった。ストーリーに合

わせた歌詞になっていて、興味深く聞いている。 

 

○  １月５日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「脅威のエボラ、英知をかけて挑

む ウイルス学者・高田礼人」は、エボラウイルスを持っているかもしれないコウモ

リのところに、ＮＨＫも高田さんと一緒に入って撮影しており、心配でいろいろ考え

た。しかし、本当に最先端の現場が見え、次につなげたいという気持ちも感じ、この

番組はやはりおもしろいなと思って見た。 

 

○  １月５日(月)に新潟県湯沢町で遭難した男女３人のスノーボーダーが救助された

ニュースがあった。救助にきた人から「こっちだって命がけなんだよ」と怒られてい

る場面や救助された３人が「ごめんなさい」と泣いている会見の様子も映された。ど
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うしてここまで映しているのかな、と驚いた。山の遭難でああいう映像はなかなか見

ないが、登山届を出していなかったということもあり、おきゅうをすえる意味でもい

いかなと。こういう報道の仕方も賛成だ。 

 

○ １月５日(月)、１月６日(火)に放送した、クローズアップ現代の「地方から日本を

変える」のシリーズは、行政の視点と中小企業の視点で取り上げており、非常にバラン

スもよかった。私も有志の人たちと一緒に、地元で町おこしのようなことをやってい

るので非常に参考になった。今、国も地方創生を強くうたっているが、ぜひ国がやっ

ている地方創生の事業を検証するような番組も制作してほしいし、こういう地方で頑

張っている中小企業の事例や自治体の事例についても、もっと知りたいと思う。ぜひ

シリーズで取り上げていただきたい。 

 

○ １月５日(月)の「地方から日本を変える（１）まちを潤す“にぎわい革命”」は、地

方のにぎわいを取り戻している場所を取り上げており、番組の視点が生きていた。番

組のつくりが洗練されており、内容もとてもよかった。島根県松江市海士町の町長、

山内道雄さんが出てきた。２年ほど前に青森県五所川原市で講演に招き話を聞いたこ

ともある。１０年で400人以上が移住したのはなぜかと考えると、やはり移住者へ投

資するという目線があるからだと思った。お金もばらまき的なものではなく、移住し

た方が自立できるように町が投資していた。そういう度量の大きさにとても感動した。

若い人材の育成に力を入れて、新しい教育のモデルも生まれていた。子どもたちを教

える学習塾を運営する人も移住者で、過去にそれなりのキャリアを持っており、これ

までと全然違う目線で新しい教育をしていた。その結果、将来は地域の役に立ちたい

という子どもたちが育っていた。地方が再生するに当たって、とても大きな問題を投

げかける事例だと思った。 

もう１つ、岩手県紫波町の複合施設が紹介された。完全な公設民営で、運営を民間

に任せ、民間のノウハウでにぎわいを創出しており、すごいと思った。 

海士町も紫波町も、お金をうまい具合に集めながら循環させていた。海士町は、全

国から投資を募って資金をつくり、移住者は７年後に町にお金を返すという仕組みで、

町が債務保証までしていた。紫波町は、テナントから得られる税収や売り上げの一部

を地域や施設を運営するために循環させていた。血の通った地域づくりだと感じた。 

 

○  １月６日(火)のクローズアップ現代「地方から日本を変える（２）宝を生み出す“つ

ながり力”」は、地場産業の力で地域を盛り上げる事例が紹介された。新潟県三条市

で、アウトドアメーカーが、地元の金属加工の業者と連携して、世界に通用する製品

を作っていた。潰れてしまってもおかしくないような地場産業の中小企業が、自分た

ちの一番いいもの、やりたいものは何だということをそれぞれ掘り下げ、いいものを
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出し合って製品をつくり、全国に展開するセレクトショップで売るという手法をとっ

ていた。番組を通して、地域が元気になる仕組みを理解できた気がする。地方が元気

にならないと、地方消滅という暗い方向に行くわけだが、番組には地方再生のヒント

がいろいろとあった。とても勉強になった。 

 

○  ドラマ１０「全力離婚相談」を見ている。これも番組宣伝をとても多くやっていた

印象だ。真矢みきさんがとても一生懸命に走ったりしており、見なければ、と思って

見始めたらとてもおもしろい。劇的な内容ではあるが、これからに期待している。 

 

○  １月８日(木)プレミアムシネマ「初春狸御殿」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後1:00～2:25）は、個

人的に思い入れのある作品で、一部ではとても評価の高い狸（たぬき）御殿のシリー

ズだ。お正月の番組として編成してくれたのだと思うが、こういう映画を放送するの

は、「プレミアムシネマ」だけだと思い、とてもうれしかった。こういった、他では

放送しないような作品をどんどん選んで放送していただきたいと思う。 

 

○  １月８日(木)の地球イチバン「世界一透明すぎる海の秘密～イタリア・ランペ

ドゥーザ島～」を見た。番組冒頭に出てきた海に浮かぶ舟の写真は、舟が宙を浮いて

いるように見えた。旅をする俳優の金井勇太さんは、これを超える写真を撮るように

言われ、ランペドゥーザ島へ向かった。島で会った漁師さんと港をバックに撮った写

真を最後に映し、番組は終わった。「地球イチバン」はいつもそうだが、映像がとて

もきれいだ。人口6,500人の小さな島が、世界一のビーチのおかげで今は年間２０万

人もが来る観光のまちとして生き残ったという内容で、非常におもしろかった。 

 

○  １月９日(金)のあさイチの「プレミアムトーク」では「花燃ゆ」に出演する、伊勢

谷友介さん、高良健吾さん、東出昌大さんの３人が出演していた。３人のゲストが初

めから登場する「プレミアムトーク」を初めて見た気がする。撮影現場の様子が紹介

され、３人の個性がよくあらわれていて、とてもよかったと思う。 

 

○  １月１０日(土) の民謡魂 ふるさとの唄「愛媛県宇和島市」（総合 後4:30～5:14）

は、早坂光枝さん、成世昌平さんなど一流のプロの方々が出演し、ＴＯＫＩＯの城島

茂さん、アナウンサーの近藤泰郎さんと、非常にいい組み合わせで進行してくれた。

質のいい歌と伴奏ですごいと思った。ぜひ全国を回っていただきたい。 

 

○  １月１０日(土)、ＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「東出昌大×朝井リョ

ウ～“サトリ世代”って言うな！～」は、出演者がインタビューの内容をかなり考え

ることができるようで、お互いにとんがったインタビューにするぞ、本音を引き出す
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ぞというところが感じられた。特に今回、朝井さんが、話をごまかしたらホイッスル

を吹くというルールを提案し、用意していた。普通のインタビューでは出来ないもの

を絶対につくりたいというのをお互いに言っており、こういうふうな姿勢で番組を

作っているからおもしろいんだなと思った。 

１１月１５日(土)の「阿川佐和子×ふなっしー～ふなっしー力 アガワ力～」もと

てもおもしろかったし、以前放送した「美輪明宏×中園ミホ～花子とアンと人生のツ

ボ～」もおもしろかった。 

分かる人だけが分かればいいというような部分にスポットを当てているからこそ、

際立った形での本音が引き出せるのだということをすごく感じている。ゲストが、そ

れぞれが持っているものをそのままどんと出していて、制作サイドが考えている以上

のものが出ていると思う。お互いに引き出し合ってくださいと仕掛けているようにも

感じている。とてもおもしろく、次回もとても楽しみにしている。 

 

○  １月１０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 知

の巨人たち 第５回「自らの言葉で立つ～思想家 吉本隆明～」（Ｅﾃﾚ 後11:00～11

日(日)前0:29:30）を視聴した。我々の世代は、全く理解できなくても、彼の著書「共

同幻想論」を小脇に抱えていることが格好いいと感じていた。 

吉本隆明は、大きな社会の風潮に違和感を覚え、自分は安全なところにいて高みか

ら正論を論ずることに対しても違和感を覚えるという、全てに対してそういう視点で

物を見た人だと思う。保守とか革新とか、体制とか反体制とか、右翼とか左翼とか、

そういう枠組みに当てはまらない思想家だと思う。 

彼の思想は非常に難しいので、番組でそれを簡明に示すのは難しかっただろう。番

組にコメントを寄せたさまざまな人たちの話も、同じように非常に難解だった。しか

し、難解なところが吉本隆明らしく、下手に分かりやすくしなかったところが非常に

よかったと思う。 

 

○  戦後史証言プロジェクト 第５回「自らの言葉で立つ～思想家 吉本隆明～」を見

た。このシリーズは前から見ていて、去年は丸山眞男さん、鶴見俊輔さん、湯川秀樹

さん、司馬遼太郎さんなどだったが、一言で言えば、「造反有理」の人たちにスポッ

トを当てているのだと思う。 

吉本隆明さんは、東京の月島に生まれ、職人の息子であるということが彼の思想の

根底を成しているのだろうと思って見た。彼のリベラリズムは、職人とか下町の江

戸っ子気質みたいなところから来ているのだろう。吉本の「大衆の原像」というキー

ワードが番組の中で紹介されたが、この概念は、今はなくなったと思っている。大衆

と一言でくくって語れなくなっており、みんなアトム化している。このことを上野千

鶴子さんがうまく突いており、上野さんの分析は吉本論としては最もおもしろいと思
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う。何事も一つのマスイメージで語れなくなってきており、知識人はこれから難しい

時代に入るのだろうということを強く感じた。 

今週末は石牟礼道子さんで、以降、手塚治虫、三島由紀夫と続くようで、いずれも

大変楽しみにしている。１時間半があっという間に感じられる、非常にいい番組だと

思っている。 

 

○  １月１２日(月)の「勝てない相手はいない～錦織圭 成長の軌跡～」（総合 前8:15

～8:58）は、とても完成度が高い番組だった。スーパースローの映像を使った分析の

仕方や、マイケル・チャンコーチの目的が明確なトレーニングなど、勝つための分析

のしかたがすごいことを知った。本当に基礎が大事で、基礎トレーニングの繰り返し

から生み出される錦織選手のメンタルの強さというのが出ていた。スーパースローの

映像に心に響くフレーズの言葉が流れ、錦織選手のいい表情がスーパースローで流れ

たりと、すばらしいカットがたくさんあった。永久保存版にして、子どもたちに見せ

てあげたいと思った。しかし、最後の最後に錦織選手に、「テニスを女性に例えると」

という質問があり、その質問はないな、と思った。その質問のせいで、せっかくの番

組が、すべてが台なしになった感じがした。完成度が高かっただけに残念だったが、

再放送は録画して見たいと思う。 

 

○  錦織選手の「勝てない相手はいない」は、「テニスを女性にたとえると」という最

後の質問で、台なしだと思った。全豪オープンの前のＰＲも兼ねた番組だと思うが、

モノローグがドラマティックで、すごいと思って見ていた。とてもいい番組だっただ

けに、最後の質問は本当に残念だった。 

 

○  １月１２日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「振り切る先に、未来がある 

自動車エンジン開発・人見光夫」は、自動車メーカー、マツダに勤め、リッター３０

キロ走らせるエンジンを開発したエンジニア、人見光夫さんに密着した。マツダには

ハイブリッド車を開発する資金がなく、生き残るためには、既存のエンジンを改良し、

新しいエンジンを開発するしかないという。追い込まれた人見チームの開発成功のド

キュメントで、大変迫力ある番組だった。エンジンの改良は、これまでのエンジンの

常識を破ったことで成功しており、この成功により、自動車整備士を養成する教科書

も変えなければいけないだろうと思った。 

人見さんは、ふだんは本当にゆったりしていて、犬をかわいがる姿は全然厳しい技

術者に見えないのだが、部下と接する時は非常に鋭い目でアドバイスしていて驚いた。

すばらしいと思った。 

 

○  １月１３日(火)のクローズアップ現代「ヘイトスピーチを問う～戦後７０年 いま



17 

何が～」を見た。仙台にも在日朝鮮人の方たちがおり、私も学校に通っていた頃に朝

鮮学校の方たちと交流した経験もあるので、東京や京都での右派系市民グループが、

デモで朝鮮、韓国の方たちにひどい言葉の暴力を浴びせていることを見て、とても

ショックだった。こういう言葉の暴力について、彼らは人種差別ではないと言ってい

たが、あまりにもひどすぎると思った。日本人もこういう卑劣なことをやっていると

いうことを番組で公表したのはよかった。ナチスドイツによるユダヤ人の虐殺も、最

初は言葉での攻撃が始まりだったということも知らなかった。今、子どもたちのいじ

めの問題もあるが、その中でも、言葉や言葉に込める魂というものが重要になってく

るのだろうと思った。ショッキングであったが、とてもいい番組だった。 

 

○  クローズアップ現代「ヘイトスピーチを問う」は、とてもよかった。社会に不満の

ある人たちが、もともと差別的な考えがなかったのに、ヘイトスピーチに加担してい

く怖さ、被害者意識を増幅させる装置として、ひどい憎悪発言があるといったことが、

とてもよく伝わってきた。海外との対比もよかったと思う。ロバート・キャンベル教

授のコメントは安定感があり、よい人選だった。 

 

○ １月１４日(水)にＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ～発掘！かっこいいニッポン～「ニッポン

人への大ギモン」を総合テレビで、「前編」（総合 前1:25～2:14）「後編」（総合 前

2:15～2:59）と続けて放送していた。ＢＳ１で１月３日(土)と４日(日)に放送したと

きは見られなかったのでとても助かったし、おもしろかった。日本に住む外国人や、

海外で活躍している日本人にスポットをあてる番組はとても多い。「ＣＯＯＬ ＪＡ

ＰＡＮ」は、早くからそういうテーマを放送していたと思う。いっそのこと総合テレ

ビでずっと放送したらいいのにと思う。 

 

○  １月１４日(水)のクローズアップ現代「モノが運べない！？“物流危機”」もおも

しろかった。私は通販をよく活用しているのだが、番組を見て、ドライバーは大変だ

なと、はっとした。ドライバー不足の理由が長時間労働、重労働、低賃金と聞き、介

護や保育の業界の問題を思った。本当に、いろんなところで世の中、詰まっているな

と改めて思った。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

今日、来年度２７年度からの３か年経営計画が経営委員会で議決された。

2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据え、「世界最高水準の

放送・サービス」を目指していくことになる。経営計画の大きな目標の中

には、東日本大震災からの復興に貢献する、課題を伝えるということも目
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標として掲げられている。東北の被災地を抱える各局も、引き続き取材・

放送をしていくことになる。全局的な取り組みなので、今後ともよろしく

お願いします。 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６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、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。 

会議は、まず、視聴番組の東北Ｚ ＴＯＨＯＫＵメンコイらぼ「女子たちのラブリー

ハンドメイド」を含め放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、１月の番組編成について説明の後、放送番組モニター報告と視聴者意向

報告が行われ、会議を終了した。 

 

 

（ 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) 出羽庄内地域デザイン 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  （(一社)岩手県芸術文化協会理事） 

 

 

（主な発言） 

 

＜東北Ｚ ＴＯＨＯＫＵメンコイらぼ「女子たちのラブリーハンドメイド」 

（総合 １１月２１日(金)）について＞ 

 

○  「ＴＯＨＯＫＵメンコイらぼ」は、東北Ｚのシリーズ番組だそうだが、私は今回初

めて見た。２０代、３０代の女子がターゲットかなと思いながら見た。番組冒頭、

ゲストに佐藤唯さんや山川恵里佳さんがいる中で、アナウンサーの靴のヒールが余

りに低いと思った。かわいい雰囲気の番組なのだから、アナウンサーも少しヒール

が高い靴をはき、足も閉じて斜めに引けば、もう少しきれいに見えると思った。 

青森の「裂織（さきおり）」の歴史はとても詳しく分かったが、裂織を織るシーン

のカメラワークが、織っている方の顔にばかり焦点が合っており、機織り機がどのよ

うに動いているのか少し見づらかった。機織りをする方が見えるのもいいが、機織り

機も歴史あるものなので、もう少し引いて全体的に映してほしかった。 
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山形の「とちもち」は、食べ物を作るときの化粧はもう少し控え目にしたほうがい

いと感じた。また、トチの実を探しにいくときも、アクセサリーや服装が山に入る格

好ではないと思った。地域の「秘密の森」について、先祖がトチの木を植えていった

という歴史的背景がイラストを使って説明され、とても分かりやすかった。スタジオ

の試食の際に、山川恵里佳さんのコメントがとてもよかった。「ああ、おいしい」と

言うだけではなく、「苦みがあって」とか、「やわらかくて」など、視聴者にも伝わる

ように表現していた。 

宮城の亘理町伝統の「ＦＵＧＵＲＯ」は、宮城県の物産協会の方たちから、震災関

係のものでお土産に持っていき、アメリカのセレブの方たちが喜んでいるという話を

聞いたことがあったが、スイスの高級時計とコラボしているというのは初耳だった。

そこまで「ＦＵＧＵＲＯ」がブランド化されていることが分かった。もともとは、い

ただきもののお返しにお米や小豆などを袋にいれ、感謝の気持ちを込めて渡したとい

う、日本人ならではの絆が背景にあった。 

本当に伝統的なものを知ることができ、よかった。とても内容が充実しており、今

後も見たい番組だと思った。 

 

○  スタジオでのトークが女子会のようで、騒ぎ過ぎの印象を冒頭で受けた。番組の中

身はすごくよかったので、その内容に合わせてほしい。番組の品質が落ちる感じがし

た。 

青森の「裂織」を調べに行った白鳥さんが、最初に高いビルに登り、「先に降りま

す」と言って、「裂織」を紹介する場所に向かった。あのダジャレはおもしろいなと

思った。工芸士の井上澄子さんが八戸ポータルミュージアム「はっち」で展示・制作・

指導をこじんまりと行っていた。裂織自体は古い織物で全国的にもあると思うし、世

界にもあったと思う。裂織という手法は、どのぐらい広がりがあるのか、あそこだけ

なのか、南部地方でもやっているのか、そこのあたりを少し知りたかった。井上さん

が小学校のクラブ活動で子どもたちに裂織を教えていることが紹介され、伝統技法を

引き継いでいることが見え、非常によかった。 

「とちもち」は、非常に興味を持って見た。トチは東北地方ではどこでもとれるし、

全国でもとろうとすればとれるものだ。私も作れそうな感じがして見ていた。もち米

との割合をどのぐらいにするのか、あくの残し加減をどうしているのかなど、もう少

し説明してほしかった。人気商品で、午前中に300個全てが売れるそうで、ぜひ行っ

て食べてみたいと思った。 

「ＦＵＧＵＲＯ」は、ローマ字で書くのが非常にいいと思った。ひらがなよりもぴ

たっとくる。徹底した品質管理にびっくりしたが、おかげで世界に通用する製品に高

められており、すごいと思った。手仕事のビジネスとして、地域の方や家庭の主婦が

作っているようだが、どのぐらいの値段で売っているのか知りたかった。 
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３人のゲストが密に取材しており、紹介した物はそれぞれに特徴があり、伝統的な

ものが感じられた。どれもぜひ残してほしいと思って見た。非常にいい番組だった。 

 

○  おもしろく視聴した。「メンコイらぼ」は不定期にぽつぽつと放送しているが、賑

やかでガチャガチャとした雰囲気は、いつも見ている方にとってはおなじみで、楽

しんでいるのだろう。３つの物を紹介する時間配分や取り扱う題材、スタジオのトー

ク、ＶＴＲのナレーションも安定感があり、よかった。 

「裂織」の名前の由来にまずびっくりした。江戸時代中頃からの伝統で、布を大切

に使い続け、最後の最後で裂織にするという、リサイクルの美しさをとてもうまく伝

えていた。昔は、貴重な布を最後まで大事に使うという意味だったものが、今は、家

族の思い出を織り込むという違う意味もあるところもうまく伝わってきた。ヨーロッ

パのパッチワークもそういうところがあり、連想させられた。 

「とちもち」は、トチの実を初めて見て、栗っぽいと思ったり、いろいろ知らない

ことだらけでおもしろかった。採りに行くときの恐ろしい山道や、実を食べるための

加工方法の大変さにびっくりした。ここでも歴史が紹介され、子孫が実を採取しやす

いようにと場所まで考えて、代々、山に木を植え続けてきたという紹介にじーんとき

た。地域の平等精神や分け合う気持ちが丁寧に説明されていた。手間と時間がすごく

かかっており、愛を感じた。しかし、とちもちは「めんこい」と表現されるものなの

か、そこはよく分からなかった。 

「ＦＵＧＵＲＯ」は、とてもめんこいと思った。着物生地でつくる巾着袋を、お礼

袋、おもてなし袋にした目のつけどころもすばらしいし、作っている方々の厳しい基

準にはプライドも感じた。感謝の手仕事という言葉にふさわしいと思った。 

番組のエンディングもとてもよかった。ナレーションの「限られた材料を生かして

新しい形を生み出す女性たちの手仕事」というコメントもそのとおりだと思ったし、

小学校の子どもたちが裂織に興味を持ち、引き継いでいるという紹介もとても分かり

やすくてよかった。 

スタジオの出演者たちが「めんこい」という言葉を自然に発しているのがいいと思

う一方で、「とちもち」を「めんこい」と表現するのはちょっとふに落ちなかった。

紹介された３つの物に関わっている人たちはすごく格好いいと感じた。ほかの番組で

もぜひ取り上げてほしいと思った。 

 

○  津軽弁でも、「めんこい」や「めごい」はかわいいという意味もあるが、愛しいと

いう意味のほうがぴったりしているような感じがする。東北の厳しい風土で生まれ

た手仕事、ふだんからすごく大事にしてきた物をもう一回よみがえらせて丁寧に

使っていくという、物に対する愛しさというものをとても感じた。東北の手仕事の

心意気を見させてもらった。 
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番組では、それぞれの歴史的な背景をきちんと解説しており、それとあわせて調

査するのが東北出身の女子というキャスティングで、楽しんで見ている。 

青森の「南部裂織」は、それぞれに思い入れがある布、着物や大漁旗など、いろん

な布を、全部糸玉にして織っていくものだ。織っている人が言っていたとおり、どん

な柄に仕上がるのかも分からないし、同じ柄はないということで、わくわくするよ

うな感じがある。津軽でも織られており、私も裂織のちゃんちゃんこを持っていて、

すごく大事にしている。それだけに、子どもたちが小学校のクラブ活動で伝統の技

を身につけているという姿はいいなと思った。 

山形の「とちもち」にも、凶作に備えて地域の人たちが山の沢筋に計画的にトチ

の木を植えていったという歴史的な背景があった。乾かせば何年でも持つそうだが、

食べるための手間がものすごかった。あく抜きをし、しかも苦みや酸味をあえて残

して餅と合わせるという、考えもつかない加工の仕方があり、すごい知恵だと思っ

た。 

宮城の「ＦＵＧＵＲＯ」は、ローマ字で書いているのがとてもおしゃれだ。お世

話になった人へお礼として送る風習があったということで、こういった袋をこつこ

つと作ってきたのだと思う。大事にしていたいろんな布を再利用し、さらに丁寧に

裏地をつけるなどしており、デザイン的にも本当に世界に通じるものだと思った。

人気があるというのもうなずけた。さらに商品にして売ろうとする姿勢がよく見え

た。検品が大変厳しく、それゆれに高い品質が保たれていた。 

ＮＨＫには、日本のクオリティーの高さを紹介する番組が数多くあるが、それを

さらにローカルレベルまで掘り下げて紹介していた。そういう見方において、「メン

コイらぼ」はおもしろい番組だと思う。 

 

○  紹介された３つの物に共通するのは、「手間暇」ともう一つが「もったいない」と

いう思い、そしてそれを統括する「先人の知恵」で、とてもストーリーが濃いと思い

ながら見た。 

「ＦＵＧＵＲＯ」は、お米などを入れた時にこぼれないように裏地もつけたという

ストーリーを知らなかった。ただ布がもったいないから作っているのだと思っていた

ので、そのストーリー性もすごくよかった。震災以降いろんな復興商品が出たが、検

品制度をきちんと見せてもらったことで、「ＦＵＧＵＲＯ」は確実に生き残っていく

だろうと感じたし、震災だからということではなく、震災から生み出された次へつな

がる商品だということがよく分かった。 

「とちもち」は私も食べたくなった。トチの実は拾ったことはあるが、どうやって

食べるのかと思っていた。食べるためにあのように手間暇をかけるということ、そし

て、実を採取しやすいように山の沢筋にトチを植えていったという、次世代を思う木

の植え方も、すばらしいと思った。 
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「裂織」は、以前ＮＨＫで紹介していた青森の「刺し子」も同様に古い布を刺し合

わせて作っていたな、と思いながら見た。 

手間暇や、物を大切にする「もったいない」という思い、それぞれの知恵が、商品

を通して受け継がれていくといいと思った。 

番組の賑やかでガチャガチャした雰囲気は好き嫌いが分かれるとは思っているが、

視聴者意向を見ると悪くはないのかなという印象だ。 

 

○  山形県鶴岡市の「とちもち」の紹介では、先祖から伝わる山里の恵みを大事にして

いるということがよく伝わった。 

「とちもち」を作るまでにはいろんな工程があった。実の乾燥の度合いを音で聞き

わけたり、皮をむく作業も手袋を使わず素手で行うなど、長年伝わってきた伝統的な

作業工程が紹介された。皮むきでは、荒れた爪と手が映されたが、そういうふうに食

文化が受け継がれていることが伝わってきた。 

青森県八戸市の「南部裂織」もおもしろかったし、宮城県亘理町の「ＦＵＧＵＲＯ」

は、昔からあったものをさらに新しく、女性の視点で変えているというのが興味深

かった。郷土資料館の学芸員だった引地恵さんが、被災した呉服店に訪問した際に思

いついたというところが非常におもしろかった。「ＦＵＧＵＲＯ」を制作する女性の

一人で、自宅を津波で流された武者千雅さんが言った、「手を動かしていると嫌なこ

とを忘れられる」、「働けることをありがたいなと思う」という言葉も深く記憶に残っ

た。検品を非常に丁寧にしており、単に古いものを守るというだけではなく、世界の

ブランドにしようという熱い意気込みも感じられた。 

地域に伝わるもの、それにさらに新しい工夫を加えためんこいものを、女子目線で

魅力を発見していた。しかも３人が現地に出向き、先人の苦労や歴史、そういうこと

を実感しながら、地域に埋もれたものを東北の皆さんに紹介しているという意味で、

非常に意義のある番組だと思う。 

一方で、例えばＢＳプレミアムの「イッピン」のように、オーソドックスな手法で、

地域に伝わるいいものを丁寧に伝えていくという番組も同時に進めていただきたい。  

また、男子からの目線、男子から見た東北のいいものを発見するような番組もある

とおもしろいと思う。例えば、地域おこし協力隊などに、首都圏から来ている方もい

る。そういう人から見た地方のおもしろさを紹介するのもいいと思う。そういった検

討も進めていただければありがたい。 

 

○  この番組は何回か視聴しているが、中年男性が見るには、ジェネレーションと

ジェンダーという２つの壁を超えないとなかなか見づらい。おそらく視聴者は女性が

多いのではないかと思っている。女子の目線から見る東北の文化再評価ということで、

その視点自体は大変いいと思うが、この番組は素材選びでほとんど成否が決まるだろ



6 

うと思っている。今回の３つのテーマは、それぞれバリエーションがありいいと思う。  

１つ目の「裂織」に関していえば、やはり貧困や厳しい気候が育んだ手仕事の美と

いうか、柳宗悦が言う「用の美」ということだと思う。そこをきちんと歴史を踏まえ

て見せているのがよかった。細かいところに凝っていて、白鳥さんが相方のために「裂

織」を織る場面で、ＢＧＭに中島みゆきの「糸」を流すあたりは心憎い演出で、凝り

性の方が作っているのだと思いながら見た。 

２つ目の「とちもち」では、共有財産の話が出てきた。平等、共生という東北に根

づく縄文文化の流れをくむものを、きちんとエッジの立った取り上げ方をしていると

感じた。 

３つ目の「ＦＵＧＵＲＯ」はやや趣が異なり、伝統文化をモダンアートに昇華し、

ここに震災復興という隠し味が入っており、３．１１後のめんこいの一つのあり方を

示唆していた。３つとも違う性質の物で、非常に興味深く視聴した。 

「めんこい」とは何かといろんな意見があったが、番組を見ていて一つ思ったのは、

時間をかけるということだ。全村避難している福島県飯舘村では「までいライフ」と

いうことを言っているが、時間をかける、手間をかける、丁寧に生きていくという、

東北のライフスタイルが根底にあり、そこから立ち上ってくるめんこさというのを捉

えている番組の姿勢は非常にいいと思う。 

進行については、４人の出演者の中で、傑出して白鳥さんの存在が大きい。やはり

お笑いの世界に生きている人だけあって、間合いをはかるのがとても上手だし、コ

メントもいい。彼女の存在が番組を引き立てていると思う。 

不定期に放送しているということで、リサーチに相当時間をかけているのだと思う。

私は「裂織」を知らなかったので、ぜひ今後も私が知らない東北のさまざまなめんこ

いものたちを発掘していただきたいと思っている。 

 

○  「めんこい」という言葉には、やはり愛おしいという意味合いが随分含まれてい

る。赤ん坊を見て、「めんこい」というのは「愛おしい」ということ。紹介された３

つの中にもそういう意味が通じていると思ったし、また、東北の女性、お母さん、

おばあちゃんたちがいつも手を動かしている文化、その姿が浮かぶものだったなと

思った。 

「とちもち」は、地域のみんなで手をかけて作っており、すごい伝統だと思った。

食べられるようにする裏には、三日三晩あくを抜くという工程もあり、相当手間が

かかっているのだと思った。 

「ＦＵＧＵＲＯ」はローマ字で、ストレートに方言で「ふぐろ」と言っているの

がいい。また、世界規格で通用するようにという検品の意気込みには感心させられ

た。 

出演者は、紹介する物が良いものであれば、誰でも大丈夫だと感じている。東北
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各県出身の若いタレント、年配の女性でもいいし、どんどん地元の人たちを出して

いけば違った味も出てくるのではないかと思う。 

 

○  以前よりも、番組のトーンが良い意味で落ち着いた感じがある。女子トークは多い

が、出演者の白鳥久美子さん、佐藤唯さん、山川恵里佳さんの発言内容が的確なもの

が多く、あまり違和感はなかった。リラックスして見ることができる娯楽情報番組と

して適切な内容だった。 

青森県の「裂織」、山形県の「とちもち」、宮城県の「ＦＵＧＵＲＯ」が紹介された

が、いずれも物を大切にする先人の思想や、丁寧な手仕事の意識の上に作りだされる

心のこもった物であり、その成り立ちを知ることはとても勉強になった。 

時間の配分として「とちもち」の部分が多かった。トチの実の加工が時間がかかり、

収穫から下ごしらえ、加工まで複数日の取材だったので放映する素材が多かったのだ

と思う。他の２つに比べて少し地味だったので、とちもちの作られる工程がしっかり

紹介されたおかげで印象が残り、効果的だった。 

青森県八戸市の裂織は、端切れの布を多彩に活用してあざやかな作品をつくりだす

技術だが、地域の子どもたちに織り方を教え、伝えていく努力も紹介され、良かった

と思う。 

宮城県亘理町の「ＦＵＧＵＲＯ」は地元に伝わる思いやりの文化を、地元の女性が

発掘することで、震災後の女性の仕事創成につながり、世界的なブランドにも採用さ

れていることが紹介された。どのようにして採用されることになったのか、経緯をこ

の番組の中で紹介するのは余計な感じになるかもしれないが、その点も知りたかった。 

年に数回の番組ではあるが、東北各地に存在して地元以外ではあまり知られていな

い良いものが毎回紹介される、有益な番組だと思う。今後も続けていただきたい。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

東北の文化をバラエティーのような演出で紹介することについて、どう

受け入れられるのか不安だったが、おおむね好意的な意見を頂きほっとし

た。 

「ＴＯＨＯＫＵメンコイらぼ」は去年から始まったシリーズで、２か月

に１回の頻度でこれまでに１３本放送している。震災から３年が経ち、震

災以外の東北のすばらしいものを紹介していく番組を復活させねばなら

ないということで始めたシリーズだ。 

オーソドックスな形でやる選択肢もあったが、ＮＨＫを見てくれない、

３０代、４０代ぐらいの女性に向けて何かできないかということで、こう

いう形にしたと聞いている。その年代の方に本当にどれだけ見られている
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のか、こちらの狙いが完全に当たっていないという思いは、正直ある。し

かし、少しエッジを立てることで、今までと違った形、新しい発見が生ま

れる、そういう番組を目指している。 

「とちもち」の作り方を詳しく知りたかったというご意見もあったが、

あれ以上説明するとちょっと情報過多になってしまうということもあり、

あれぐらいにとどめた。 

番組のコンセプトの「めんこい」について、少し概念が違うのではない

かというご指摘もあった。実際、回を重ねていくにつれて、「めんこい」

素材もだんだん掘り尽くしてきたという感がある。もちろん、「めんこい」

を「愛おしい」などの意味に近づけてとらえることはできるが、無理なく

「めんこい」と言って提示していくものを探すのは、この番組を続けてい

く上で課題だと思っている。 

まだ決まっているわけではないが、制作現場としては、この番組をあと

１年は続け、もう少し可能性を探りたいと思っている。ただ、この演出が

ベストだと思っているわけではない。続けつつもまた少し違う形、女性だ

けでなく男性の目線があってもいいというご意見もあったので、違ったや

り口も考えていきたい。 

ＮＨＫとして、東北の文化を発信することは絶対やっていかなければな

らないと思っている。再来年度ぐらいに向け、また新たな番組を作るぐら

いの意気込みで取り組んでいきたい。 

 

 

  ＜放送番組一般について＞ 

 

○  １１月２２日(土)クローズアップ東北「牛の命をつなぐ ～“震災後”を生きる高

校生～」（総合 前10:50～11:15 東北ﾌﾞﾛｯｸ）は、とてもよかった。丁寧なナレーション

で淡々とした語り口が、ストレートなメッセージを視聴者に投げかけるようだと思い

ながら見た。高校生を通して、震災から牛たちを必死に守った人々の熱い思いを伝え

ることがうまくできていたと思う。よい番組だった。 

 

○  １２月５日（金）の宮城！やっぺぇＴＶ スペシャル 「宮城・ふるさとの記憶～

失われた街／よみがえる街～」（総合 後7:30～8:43 宮城県域）は生放送で、さとう

宗幸さんが出演していた。空撮の映像がきれいで分かりやすく、また、被災地の気持

ちというのをすごく引き出せており、よい番組だった。 

 

○  宮城！やっぺぇＴＶ スペシャル「宮城・ふるさとの記憶」の放送と連動して開催
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されていた「ふるさとの記憶展」を、日立システムズホール仙台に見に行った。番組

でもそうだったが、結構人も来ており、模型を見ながら本当に個人的な話を皆でして

いた。嵩（かさ）上げ工事で町の姿が変わっていく中で、かつての町の模型をつくる

ことは、自分たちの記憶を確認し、周囲の人たちと共有し共感を得るきっかけになっ

ており、素晴らしい作業だなと思った。模型作りを建築科の学生が手伝っているとい

うことだったが、すごく力強い支援になっていると感じた。周りで交わされる会話を

聞きながら実際の模型を見て、改めてそう感じた。 

 

○  １２月１２日(金)の東北Ｚスペシャル「東北Ｓｏｕｌ」（総合 後7:30～8:43）にも

びっくりした。東北の魂ともいえる民謡を身につけている若者たち、民謡をうまくア

レンジしている人たちが登場し、すごくよかった。「仙台貨物」というグループも初

めて見たが、とても感激した。今度あのようなコンサートがあったら、ぜひ実際に見

に行きたいと思った。 

 

○  東北Ｚスペシャル「東北Ｓｏｕｌ」を見て、音楽はすごいなと思った。山形出身の

朝倉さやさんの山形弁なまりの民謡も仙台貨物もよかった。民謡のように長く残り続

けてきた文化というのは、心を打つものがあると改めて思った。今後も続けて放送し

てもらいたい。 

 

○  「ひるはぴ」で、日舞エクササイズなどいろいろな体操が紹介されているが、母が

見ながら一緒にエクササイズをしている。ぜひこれからも続けてもらいたい。 

 

○  １１月２８日(金)ＮＨＫスペシャル 東日本大震災「悲劇をくり返さないために～

大川小学校・遺族たちの３年８か月～」（総合 後22:00～22:49）を見た。大川小に

ついて、ＮＨＫではこれまでも何回か取り上げているが、非常にデリケートで取材が

大変難しいテーマだ。そこにカメラが入って遺族を取材しているということ自体、敬

意を表さなくてはいけないと思っている。 

今回の番組は、私は佐藤敏郎さんが最も印象に残った。佐藤さんは先生であり、犠

牲者の親でもあるという二重の苦しみ、葛藤を語っていた。そして、多くの犠牲者を

だしたのは「事なかれ主義」が原因だと分析していた。「山へ逃げて津波が来なかっ

たらどうしよう」と考えたのではないか、「本当に大事な命が、最優先されない構造

があったのではないか」と語っていた。この言葉が番組の一番の見せどころ、聞かせ

どころだと思った。 

また、石巻市教育委員会との話し合いの場で、かつて同じ学校に勤務した同僚で先

輩だった副参事に対して、佐藤さんが「私が知っている宍戸先生とは違うんですね」

ということを問いかける場面があった。私的に交流があった先輩教諭が、市教委と遺
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族という立場で対峙（じ）したときに人間性が変わるというか、組織防衛をするとい

う現実がある。大川小学校に限らず、さまざまな公害や社会的な問題になったときに、

組織側と被害者側に出てくる溝というものをまさに如実に表していると思った。非常

に重たく受けとめた。   

 

○  １１月２３日(日)の日曜美術館（再）「国宝が、好き！～時空を超える“美”の物

語～」もすごかった。過去２回で120万人を動員した「日本国宝展」が、１４年ぶり

に東京国立博物館で開催されている。縄文時代の土偶、奈良時代の五重小塔、贅(ぜ

い)を尽くした平安貴族のお経、鎌倉の仏像など、本当にすばらしい国宝が並ぶ。誰

が見てもそのよさが伝わってくるわけだが、驚いたのが奈良時代につくられた元興寺

極楽坊五重小塔だ。本物の１０分の１の五重塔が展示されていたが、心柱といわれる

通し柱は、一番上の屋根以外、どの骨組みにも一切接続されていないそうで、それが

地震に非常に強い構造なのだそうだ。奈良時代に、仏教の教えと同時に入ってきた建

築の技術は、近代的なタワーにも受け継がれているという説明があった。すごいテク

ノロジーが当時からあったのだと驚いた。解説の方がいるからよく分かるのだと思う。

一人で見に行ったらダメで、テレビで見るほうがいいと思った。解説が非常によくて、

なるほど、なるほどとうなずきながら、味わい深く視聴した。 

 

○  １１月２３日(日)ＮＨＫスペシャル「高倉健という生き方～最後の密着映像１００

時間～」（総合 後9:00～9:49）は、高倉さんが亡くなられてからすぐに放送された

ことを大変ありがたく思った。２年前に放送した、プロフェッショナル 仕事の流

儀「高倉健スペシャル」を下敷きにした構成で、翌日の２４日(月)に、その「高倉健

スペシャル」を再放送しており、前の晩にＮＨＫスペシャルを見て、翌日の午前中

に復習するという流れの編成になっていた。番組を見て、ひょっとすると高倉さん

は残された時間が少ないことを分かっていて、ＮＨＫのロングインタビューに答え

たのではないかなと思った。そういう節が感じられてぞくっとした。 

ただ、２３日(日)は、同じ時間帯に民放で「あなたへ」を放送していた。ちょっと

時間をずらして放送してもらえれば視聴者はハッピーだったのにと思った。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「高倉健という生き方」は、プロフェッショナル 仕事の流儀

「高倉健スペシャル」を再構成した内容だったが、初回放送にはなかった強烈なイン

タビューがあった。炭鉱の町で生まれた高倉さんは、「一年に何回も死体を見ました

よ。盆踊りや夏祭りになると必ず１回や２回は死体を見たね」と。それから戦時中、

米兵がパラシュートで下りてきて、開かずにそのまま死んだときには、落ちたとこ

ろへ消防団員よりも早く駆けつけて、死体から物をとったという。「殺してやろうと

思ったことは今までに何回もありますよ。よく今まで罪を犯さないでここまでやっ
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てきたなって思ってます」というすごいコメントもあった。亡くなった後だから流

せたのか、すごいインタビューをしていたのだなと思った。高倉健という俳優が生

まれたベースがそこにあるように思われ、ＮＨＫならではのロングインタビュー、

密着取材の結果だと思った。すごい番組だった。 

 

○  １１月２３日(日)、３０日(日)プレミアムドラマ「ひとつ星の恋～天才漫才師 横

山やすしと妻～」（前編）（後編）（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後10:00～10:59）の放送があった。

私はやすきよ漫才が大好きで、特にやすしさんは尊敬している。やや容姿が似ている

ということで滝藤賢一さんがやすし役に起用されたのだと思うが、横山やすしの破天

荒ぶりというか、ある種の狂気を表現するにはちょっと無理があったかなと思った。

もう少しはじけないと、横山やすしの魅力に迫れないと思った。 

また、脚本の問題として、やや家族愛が強調され過ぎていないかと感じた。やすし

さんは生前いろいろな事件を起こし、アルコールの問題もあった。一方的に、妻がや

すしを支え、家族も支えたというよりは、家族社会学的に言うと共依存の世界に入っ

ていて、相当病理を抱えていた家族であると思う。これを家族愛というふうに簡単に

言ってしまうと、かえってやすしという人の魅力、さまざまな顔が見えなくなると感

じた。甘い脚本だったのではないかと思う。 

 

○  「プロフェッショナル 仕事の流儀」は、やはりいい番組で、１１月２４日(水)

に再放送された「高倉健スペシャル」（総合 前8:15～9:28）の回は、すごく深い話が

たくさん出てきた。 

 

○   「鶴瓶の家族に乾杯」は、ＮＨＫらしいいい番組だと思っているが、１２月１日(月)

「高橋克実 山形県大石田町」（前編）は、大石田町の地域性がよく出ていた。ゲス

トの高橋克実さんに似た方が役場におり、その人とのやりとりも人情味があってとて

もいいと思った。 

 

○  １２月３日(水)の歴史秘話ヒストリア「私は真珠湾のスパイ～日米開戦 ある男の

告白～」を見て、どのようにスパイをしていたのかという状況が本当によく伝わり、

スパイの苦悩もよく分かった。 

 

○  歴史秘話ヒストリア「私は真珠湾のスパイ」は、スパイの実態が分かり、非常に感

慨深いものがあった。海軍軍人の吉川猛夫が、ハワイでたった一人でスパイをし、そ

れが真珠湾攻撃につながったという。自分がスパイをすることで、ハワイで世話に

なった日系人に大変な被害を与えるのではないかという思いにさいなまれる姿も紹

介された。戦後ＧＨＱから、日米の戦史の編さんをする上で話を聞きたいという話が



12 

あったとき、元上司からはやめろと反対されるが、吉川はこれまでの独り善がりの考

えを排除するためにも、反省すべきところを反省し、日本の将来を考えるべきだと、

告白に踏み切った。その気持ちについて、「私の知る限りを提供して日本人の執念を

正しく理解してもらいたかった。将来の日米相互の理解を深めたいと思った」とつ

づっていた。戦後２０年の節目にハワイを訪れ、アメリカのテレビにも出演し、その

思いを伝えていた。そういった吉川の行動が、現在のハワイと日本の関係につながっ

ているのだと思った。そういう相互理解を深める、下支えをした人物がいたという事

実を知り、目を開かされるような思いがした。非常にいい番組だった。 

 

○  歴史秘話ヒストリア「私は真珠湾のスパイ」は、７３年前に真珠湾攻撃があった  

１２月８日に近い、１２月３日(水)の放送で、タイムリーな内容だと思った。また、

スパイをした吉川が、戦後、ハワイの人々に謝る機会があってよかったと思った。こ

の回はまさに「秘話」という番組タイトルに合致した内容で、よかった。 

 

○  １２月４日(木)地球イチバン「世界一服にお金をかける男たち」を偶然見た。サプー

ルと呼ばれるコンゴの紳士たちが紹介され、平均所得が２万５千円ぐらいの普通の市

民なのだが、所得の半分ぐらいを洋服に費やしていた。サプールは芸術家とも言われ、

暴力反対で平和主義を貫き、人々から尊敬されていた。そういう生き方を子どもたち

に見せ、その精神を説いていた、そういう世界があるということを知った番組だった。 

 

○  １２月６日(土)「スペシャルドラマ ロング・グッドバイ リミテッド・エディ

ション」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前1:45～3:35)を見た。総合テレビの連続ドラマのほうを見て

いない人には内容が分かりにくいのではないか、だから「リミテッド」というタイト

ルなのかなと思った。２時間近いまさに映画を意識したようなつくりで、フィルム・

ノワールのいろいろな約束事が分かる人にはニヤッとするようなシーンもあった。脚

本の渡辺あやさんがその辺をいろいろと狙っているところを個人的には楽しんで見

た。この放送の前に、ＢＳプレミアムで本編のドラマを再放送していたので、視聴に

つながるよう狙っていたのかなと思った。 

 

○  「妄想ニホン料理」は第２シーズンが始まったが、制作スタッフが自分たちの番組

にすごく自信を持っているというのが伝わってくる。すごい名店に行ったり、すごい

料理人にきちっと作ってもらったり、以前は何となくごちゃごちゃと料理を作って終

わるという感じだったが、今はとても繊細に料理が作られ、味の表現もいい。１２月

６日(土) の「酒と男と女と酒盗の巻」は、フランスとチェコが舞台で、料理人対決

という感じがすごくして、とてもおもしろくでき上がっていた。番組の完成度が高く

なってきていると思う。 
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○  １２月７日(日)の「ビジュチューン」、薬師寺の吉祥天女像を題材にした「その天

女、柄マニアにつき」は、すごくよかった。慈恩大師が柄のリボンをつけていたのが

とてもおかしくて、何回も見たいと思った。年末年始に特集があるようなので、皆さん

もぜひ見てほしいと思う。 

 

○  １２月７日(日) の福島をずっと見ているＴＶ ｖｏｌ． ４３「終わっていない

から、やり続ける」で、いわき市の大沼高校演劇部を取り上げていた。今回もとても

丁寧な紹介でよかったと思う。 

考えさせられたのは芝居を作っていく過程で、誰に向けての作品なのか、誰に見て

ほしいかと考えるシーンだ。自分たちのためでもあるが、誰に向けての発信なのかと

いうことを顧問の佐藤雅通先生と生徒たちが一生懸命考えていた。作品の当事者であ

る先輩に一番見てほしかったが、練習で見せた時にはうまく伝わらず、また一から考

え直す様子が切々と描かれていた。箭内道彦さんと顧問の佐藤先生のやりとりをすご

く重く感じながら見た。ずっと続けてほしい番組だ。 

 

○  １２月８日（月）「ゆうどき」の「師走スペシャル 偉大なるお年寄り」のコーナー

で、９５歳の津軽民謡歌手、長谷川栄八郎さんが紹介された。今も現役で、津軽三味

線を弾きながら歌っており、とにかく食べることと体を動かすことが大事だと言って

いた。私たちも老いていく中で、食べること、体を動かすことは本当に大事だという

ことを教えてもらった。長谷川栄八郎さんの人生は、すごく感動して泣けてしまった。

ぜひこれを東北のほうの番組でも取り上げてもらいたいと思った。 

 

○  １２月９日(火)の地方発 ドキュメンタリー「地方空港はつらいよ 格安航空誘致

奮闘記」は、４年前、茨城に開業した空港に、新たに国際路線を誘致しようとする責

任者の奮闘の日々を追っていた。日本人はよく働くな、よくいろいろやるなと思った。

真摯に働く姿が見られて、とても健やかな印象をうけた。 

 

○  １２月９日(火)地球ドラマチック選「分解！巨大メカ（１）～大型旅客機の秘密～」

（総合 後1:05～1:49）は、ボーイング社など、飛行機についていろいろなことが分

かり、すごくよかった。 

 

○  １２月９日(火)、趣味Ｄｏ楽「にっぽんの布を楽しむ～訪ねて・ふれて・まとう～

全９回」の第１回「さらりと透ける＜麻＞」を見た。福島の昭和村の麻の歴史を紹介

していたが、ここで麻を育て、からむし織りと呼ばれる布を作り出していることを初

めて知った。村では、からむし織りの伝統を伝えるため、村で生活しながら無料で麻
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作りの講習をうけられる「織り姫制度」を設けているという紹介もあり、私も勉強し

てみたいと思った。「ＴＯＨＯＫＵメンコイらぼ」で紹介してもらえるといいなと思っ

た。ただ、ゲストの白石美帆さんの服装が、山の中に入るのに街を歩くような雰囲気

で、もう少し場所と場面に合わせたファッションにしてもらいたいと思った。 

 

○  １２月１０日（水）のクローズアップ現代「広がる“読書ゼロ”～日本人に何が～」

は衝撃的な内容で、全く本を読まない大学生が４割を超えると聞いて驚いた。１か月

に１冊も本を読まない人は47.5％にものぼるという。国谷裕子キャスターとゲストの

立花隆さんのやりとりが、想定していた流れと少し違ったようで、一視聴者としてお

もしろく、二人のやりとりをどうなるのだろうと思いながら興味深く見た。立花さん

が「本の中には、まとまって封じ込められている知識みたいなものがある。読書をす

ることで、まさに情と意を疑似体験しながら知識を獲得できる」というようなことを

熱く語っていたのはすばらしかった。 

 

○  「ニュースウオッチ９」はいつも冒頭で４、５分ほど時間をかけて映像でニュース

を伝えているが、１２月１０日(水)のパラグライダーが高圧線にひっかかり宙づりに

なったというニュースは、事件性はあるのかもしれないが、番組冒頭で長々と伝える

必要があるのだろうかと感じた。冒頭のニュースは、ＮＨＫとして取り上げるのに本

当にふさわしい内容なのかと疑問に思うことがよくある。もっと内容を選んで取り上

げてほしいし、紹介する時間の長さについてもその時々のニュースで考えてほしい。

話題性や事件性だけでなく、本当に伝えるべきことを取捨選択して知らせていただき

たいと思う。 

 

○  １２月１１日(木)「ニュースウオッチ９」で、３４年前に起きた新宿バス放火事件

の被害者の杉原美津子さんの話が取り上げられた。被害に遭った後、自分の体験を何

とか伝えたいという思いでノンフィクション作家として取り組んできたそうだ。一方、

新宿バス放火事件のセンセーショナルな写真を撮ったのは、報道カメラマンをしてい

た兄、石井義治さんだった。すごい写真だと評価されながらも、さまざまな中傷をう

けて苦しみ、その後、報道の現場から去ったそうだ。美津子さんは、自分は一生この

事件から逃れられないのに兄は逃げた、という思いでずっと反発していたが、自身が

ガンになったことをきっかけに再会し、わだかまりが溶けて、死を迎えたという内容

だった。たぶん、ＮＨＫの誰かがこの新宿バス放火事件と杉原さんを継続取材してい

たのだと思う。こういう継続はすごいと思うし、これを「ニュースウオッチ９」で取

り上げていることもやはりすばらしいと思った。 

 

○  １２月１３日(土)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「漂流する韓国社会 ～セウォル号
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沈没事故 遺族の８か月～」（ＢＳ１ 後10:00～10:49）で、パク・クネ大統領自らが

「今回の事故は韓国社会に根強くはびこるなれ合い文化と官民癒着というゆがんだ

慣行がある」と発言していた。この番組に出てきた遺族の方々は原因を究明しようと

奮闘しているが、一方で、それにふたをしようとする人がおり、検察や司法までを丸

め込んでしまうというゆがんだ体質が見え、とても考えさせられた。 

 

○  １２月１４日(日)の民謡魂 ふるさとの唄「埼玉県行田市」（総合 後3:05～3:49）

を視聴した。４５分の中で１０曲歌われており、２曲続けて演奏する場面もあり、

それもスマートでいいとは思った。 

実は、民謡がもともと歌われていた環境が今はもうない。民謡のほとんどが仕事

唄だが、その仕事がもうないということだ。紹介された「麦打唄」、「木挽唄」や「機

織唄」、「茶作唄」、それから珍しい「雨乞い唄」もあったが、今は、ほとんど歌われ

る光景を見ることはない。番組冒頭で「今日は埼玉県行田市からお送りします」と

司会がコメントすると、画面に地図が表示され、観光の話など町が紹介されるのは

とても良いと思う。同じように、民謡の背景も少し映してもいいし、言葉で表現し

てもいいと思う。その場合、曲の紹介は、４５分の中で６曲、７曲ぐらいでもいい

と思う。 

また、今回、天才キッズが登場し、「津軽あいや節」を１０歳の柴田桃々子さんが

歌い、１１歳の中村滉己くんが三味線を演奏した。中村くんは津軽三味線の小学校

の部でも優勝している子で、実に大人の味を出しており、驚きと感動で、涙を流し

て見た。すばらしい才能をもつ子どもたちに、ぜひインタビューをしてほしかった。

話を聞くことで、もっと若手に広がりがでるのではないかと思う。 

民謡は今、歌う人も見る人も高齢化し、若手が育っているとはいえ全体的に人口

が減少している。生活文化と言われた時代もあるが、今や伝統芸能になってきてお

り、何とか生き残りをかけて頑張っていかなければならない世界だ。 

番組は、非常に内容が濃く、司会の城島茂さんも近藤泰郎さんも、非常によかっ

た。また、以前の放送では伴奏者の名前を一人一人テロップしていたが、今回はそ

れがなく、スマートでよかった。 

 

○  一番おもしろかったのは、１２月１４日(日)に放送したプレミアムドラマ「ナン

シー関のいた１７年」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後10:00～10:59）という、ドキュメンタリード

ラマだ。青森出身の新山千春さんが津軽弁で妹役をやっていた。ナンシー関につい

ては、私も若いころから知っていたがうろ覚えで、消しゴムの版画しか記憶になかっ

たが、今回番組で掘り下げて紹介され、強いインパクトを感じた。没後１２年だそ

うだが、今見ても彼女のするどい舌ぽうは、新鮮でたまらない。消しゴム版画とコ

ラムを書いていた方だが、版画では、同じく青森出身の棟方志功に何となく通じる
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ようなものを感じたし、絶対こびない批評の仕方は、同じく青森出身の寺山修司に

よく似ているなと感じた。私の年代的にも、とても共感を覚えた。彼女自身が芸能

人と直接会って話をしているわけではなく、あくまでもテレビをじっと見入って、

その中でさまざまなものを見抜いていた。番組の紹介文に、「私は『顔面至上主義』

を謳（うた）う。見えるものしか見ない。しかし目を皿のようにして見る。そして

見破る。」というナンシー関の言葉があり、彼女にとっては「テレビ画面に映ったも

のが全てであり、つまり一般視聴者と同じ視点で批評する」と書かれており、なる

ほどと思った。それに反発するデーブ・スペクターのインタビューも紹介されたが、

結局は見抜かれているわけだ。そういうところにナンシー関のすごさがとても出て

いた。 

何よりもこの番組を制作したＮＨＫの人は、とても挑発的ですごいと感じた。最

後のシーンで、「どうしてナンシー関が死んだのか」という問いかけが妹役の新山千

春からあったが、安藤なつ演じるナンシー関に「テレビがつまらなくなったから、

それがナンシー関の寿命だ」と答えさせていた。そして、「ＮＨＫＢＳプレミアムっ

て何だ」、「ナンシー関の人生を描くとか言っておいて結局お涙ちょうだいってどう

なのよ。保険かけてどうする」とも言わせ、最後に、「ＮＨＫの限界を見た。合掌」

というすごいコメントとともに、ナンシー関が自画像に「けっ」という言葉を掘っ

た消しゴム版画を紙に押しつけて番組は終わった。ものすごい終わり方で、番組を

見てからすぐまたパソコンで探し、何回も繰り返し見た。この番組は、自分として

は今までにないほど非常に感慨深いものがあった。人にこびない挑戦的な問いかけ

があり、すごくよかった。 

 

○  プレミアムドラマ「ナンシー関のいた１７年」を、とてもおもしろく見た。あの

時代の香りがすごくしたというのが感想だ。ナンシー関と関係の深い妹の目線で、

彼女がどう考えていたのかが語られた。最初に出版した本を青森の両親に見せた時

に、「人の悪口を書いちゃいけない」と心配され、その後は両親には何も言わずに書

き続けたということで、そういった苦悩も彼女の中にはあったのかなと思った。私

たちも、テレビを見て勝手な意見を言わせていただいている中で、勉強すべきだと

思った。とてもいい番組だった。 

 

○  １２月１５日(月)の「果てなき芸道、真(まこと)の花を～狂言師・野村萬斎～」は、

長期取材とはいえ、あそこまで全てを見せることができるのかと感じた。ディレク

ターなのかプロデューサーなのか、その密着の仕方は、取材した全てを見せることに

よってさらに次の段階へ行くんだという、野村萬斎と一緒に育っていくような感じが

あり、深く感動した。野村萬斎が、息子の初舞台で一緒に演じながら涙を流したシーン

は、芸に生きる人たちの苦悩が見えた。苦悩はなかなか見せてもらえないものだと思
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うが、この番組自体がそれに対してとても真摯に向き合っているので、取材される側

が素直に内面を見せてくるのだと思う。 

 

○  １２月１６日(火) ハートネットＴＶ「緊急報告 子宮頸がんワクチン接種後の障

害」で、子宮頸(けい)がんワクチンの副反応問題を取り上げていた。私もうっすらし

か知らず、こんなに大変なことになるのかとハッとした。よく知られている副作用の

ほかに、運動障害で車椅子生活になったり、記憶障害が起きて親のことを忘れてし

まった女の子が紹介された。治療費もばかにならず、家族の生活を圧迫しており、し

かも接種してしばらくしてから発症するため、直接の関連性がなかなか認められず対

応も遅れたという、歯がゆいところも紹介された。よりよい対応を求むということで、

ぜひ「クローズアップ現代」などでも取り上げてほしいと思った。 

 

○  １２月１６日(火)の「となりのシムラ」（総合 後10:00～10:43）は、ＮＨＫと志村

けんという、異色コラボによる初めての試みで、どんなコントになるのかと興味津々

で見た。志村がおっちょこちょいで、ちょっとエッチな中年男に扮（ふん）し、中年

男のペーソスを描いた。これはやっぱり絶妙だと思った。Ｍｒ.ビーンとドリフター

ズのギャグを足して２で割ったようなテイストで、民放で放送しているバカ殿シリー

ズとはまた違う志村けんの魅力があった。ぜひ続編をお願いしたい。久々に笑ったり

考えさせられたりした。おもしろいコントだった。 

  

○ 「ニュースウオッチ９」は非常に大事な番組だと思う。大越健介キャスターの客観

的な安定した語り口もとても好きだが、最近、全体的に少しマンネリ化しているので

はないかと感じる。提案だが、国内だけではなく、海外ではこういう動きが起きてい

る、海外から日本はこう見られているというような内容を取り上げるのもいいと思う。

違う番組で取り上げてはいるが、多くの人が見る「ニュースウオッチ９」でとりあげ

るのも意義があると思う。ぜひ、今まで以上に充実を図っていただきたい。 

 

○  Ｅテレで放送している「オトナへのトビラＴＶ」は、昨年度はＭＣが有吉弘行さん

と鈴木奈々さんで、それもとてもよかったが、今年度のＭＣ、ヒャダインさんもすご

くよく、キャスティングがすばらしいと思って見ている。彼のテーマへの寄り添い方、

体験談の交え方がとてもしっくりくる。ヒャダインさんのファンになった。ターゲッ

トではない私の年代の人間が見てもおもしろい番組なので、若者にはもっと見てほし

いと思っている。ぜひ来年度も続けてほしい。しかし、また違う色を出してほしいの

で、ＭＣは変わってもいいと思う。 

 

○  ＢＳプレミアムで放送している「独眼竜政宗」と「軍師官兵衛」が、今、どちらも
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関が原の戦いを描いており、官兵衛が西、政宗は東ということで、戦国ファンとして、

大変おもしろく見ている。 

 

○  連続テレビ小説「マッサン」は、エリーの好演技に感服して見ている。演出上のこ

ともあるので一概に言えないこともあるが、けんかをしたときなど、感情的なときは

英語で話すほうが自然だと思う。 

 

○  ＢＳプレミアムで「スペシャルドラマ 坂の上の雲」が再放送されている。これま

で、ＤＶＤに録画しながら見てきたので、今、連続で見ることができてすごくすっき

りしている。 

 

○  ドラマ１０ 「さよなら私」は、とてもおもしろかった。主人公の一人がガンにな

り、命が尽きていくという流れになっていったが、脚本の岡田惠和さんの力技がすご

かった。ジェンダーは後からつけられたもので、取り換え可能な部分があるというこ

とや、そもそも自分ってどこまでが自分なのだろうというようなことを考えさせられ

た。 

 

 

（ＮＨＫ側） 

これから来年度の番組の中身について局内で審議していくが、「メンコ

イらぼ」については、いただいた意見を参考にして、より発展的に議論し

ていきたい。 

一般番組についてもご意見をいただいた。「ニュースウオッチ９」は、

ＶＴＲの映像で冒頭を始めるのは「つかみ」という意味合いで、当初は、

ニュース性が高いものよりも、その日一番関心が高いだろうと思われるも

のを映像主体で選んで冒頭にもってくるという考えだった。冒頭の映像は、

９時の頭でチャンネルを変えずにそのまま見てもらいたいという意向で

始めたが、放送を重ねるうちにＶＴＲがだんだん長くなってきたようなと

ころもある。指摘を受け、その都度変えていっているところで、今日のご

意見も参考にしていきたいと思う。 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６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、２０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。 

会議は、まず、視聴番組の「四国×東北 うまいハンター」を含め放送番組一般

について活発に意見の交換を行った。 

最後に、１２月の番組編成について説明の後、放送番組モニター報告と視聴者意

向報告が行われ、会議を終了した。 

 

 

（ 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) 出羽庄内地域デザイン 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  （(一社)岩手県芸術文化協会理事） 

向田 吉広  （東北電力（株） 常務取締役） 

 

 

（主な発言） 

 

＜「四国×東北 うまいハンター」（総合 １０月２４日(金)）について＞ 

 

○  大変楽しく見た。サンドウィッチマンやレイザーラモンといったタレントが地域に

入り、食材ハンティングをする中でいろいろな人々と交わっていた。方言も聞こえ、

その地域らしさが味わえてよかったと思う。 

番組で取り上げられた東北の食材は、地元でもあまり食べられていない。よくこう

いった食材を取り上げたなと思った。 

単なる料理番組、料理対決ではなく、地域に入り込み、しかもその地域の普段はあ

まり表に出ないような食材を取り上げたのはＮＨＫらしいと思った。司会のグッチ裕

三さんとホラン千秋さんも、非常に落ち着いていてよかった。 
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四国と東北の珍しい食材を探し出し、どちらがおいしそうかを視聴者の投票数で競

う演出だったが、四国と東北の人口比が反映されている印象を受け、果たしてこれが

本当の対決になるのかと疑問に感じた。 

 

○  まだ食材が紹介されない、番組の最初から視聴者投票が始まり数字が画面に出たの

で、これは何だと思った。数字への信頼性がなくなり、投票数は全く当てにならない

という印象を受けた。しかも最後まで東北が優勢で、番組の中でも「東北の方が２県

多いから」というコメントがあり、確かに投票数は人口比だと感じた。数字のせいで、

番組全体が引き締まらないように感じた。 

しかし、ドキドキワクワクして見ることができた。四国の巨大ウツボや東北の由良

アナゴ、正式名はクロヌタウナギというそうだが、どちらもグロテスクで、捕獲する

ときのドキドキ感が伝わり非常によかった。 

時間をかけて食材を捕獲する様子を伝えていた。巨大ウツボは半分諦めかけたころ

にかかり、由良アナゴは仕掛けの筒にカツオ１匹を入れており、エサが高価なことに

驚いたがそれに匹敵するだけの量がかかり、すごいと思った。あまり見られない映像

で非常に興味深かった。また、東北の「ヌキウチ」、四国の「香川本鷹（かがわほん

たか）」など、名前からは動物なのか植物なのか全く検討もつかない食材が紹介され、

まず、見たいと感じた。幻のキノコ、ヌキウチは、生えているブナの老木に達するま

で２、３時間かけて行くということで、その様子を９分程にまとめて紹介したＶＴＲ

も、濃縮された映像で非常によかった。 

味覚の対決もさることながら、どう捕獲するのかという対決が非常によかった。ぜ

ひ一度食べてみたいと思った。 

 

○  今回の番組は、通常は「東北Ｚ」の枠だが、そもそもどういう位置づけの番組なの

か最後までよく分からなかった。東北の珍しい食を紹介すること自体は大賛成で興味

もあるが、別に四国と比較しなくてもいいと感じたし、投票というアトラクションを

入れなくてもいいと思った。松山放送局の企画した番組だったようだが、そもそも何

に対して投票のボタン押せばいいのかよく分からなかった。 

もっと食の背景にある風土や歴史などを掘り下げ、食文化のようなところまで紹介

してもらえると厚みが出るのではないかと思った。 

東北地方の食材ハンターは非常に落ち着いていたが、四国地方の食材ハンターは、

中途半端なノリで少し痛々しい感じがした。また、スタジオの出演者がカンペを見て

話しているのが見え見えで、むしろ手元に台本を置いて話したほうがいいと感じた。 

スタジオのセットが着物の柄なのか何なのかよく分からず、何とも言えないデザ

インだった。 
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○  おいしくてレアな食材の対決ということだったが、食材が出る前から投票が始まっ

たのには、やはり、「何だ、これは」と思った。 

食材を紹介するＶＴＲは、とてもおもしろかった。ウツボのぬめりをとるのに洗濯

機で洗っていたり、ヌキウチの形状もなかなかグロテスクだったり、全て知らないこ

とばかりだった。ただ、各地方からたった２個しか食材を選べないのに、四国地方が

トウガラシの「香川本鷹」を取り上げたのは、対決する食材のバランスとしてどうか

と思った。 

投票方法も気になった。四国の食材を紹介しているのに東北の投票数がどんどん増

えていくのは、どうかと感じた。常に数字を表示するのではなく、例えば、途中経過

のように発表すればもう少し盛り上がったのではないか。また、１人で何回も投票で

きる仕組みだったが、せめて投票できる回数を限るとか、投票できる時間枠を設ける

とか、何か工夫がほしかった。 

そもそも四国と東北の何を比べるのかが分からず、結局、地元愛競争になったよう

に感じた。四国と東北だけの放送だったようだが、他のブロックも参加しているので

あれば、もう少し違ったのではないかとも思った。 

番組の最後に、視聴者が一番投票をした瞬間、「瞬間最高うまイイネ！タイム」が

発表されたが、それがＶＴＲの前振りの場面だった。この番組を象徴している感じが

して、不思議な笑いを感じた。 

また、視聴者から「ご当地グルメ自慢」のメッセージを募集していたが、ただ言いっ

放しで、扱いがとても雑な印象を受けた。せっかくの生放送、双方向番組なのだから、

もう少し丁寧に声を拾えばいいのにと残念に思った。 

ＶＴＲの中身がおもしろかっただけに、もう少し工夫の余地があったのではないか

と思った。 

 

○  双方向を使うきっかけにはいいかもしれないが、スマートフォンでもパソコンでも、

とにかく組織票が動けば絶対勝てるという対決で、勝ったからといってさほどうれし

くないという感じで見た。この企画がシリーズとして続き、見たことがない食べ物が

いっぱい出てくるというのであれば、おもしろいかもしれないと思った。今後の展開

に期待したいと思う。 

 

○  肩の力を抜いて見られる娯楽番組という印象だった。４５分という尺も、短くもな

く長くもなく、よかった。四国からの持ち込み企画だったそうだが、四国と東北の対

決の必然性がよく分からなかった。 

食材対決の１回目が、ウツボとキノコというのは妥当だと思ったが、２回目はトウ

ガラシとクロヌタウナギで、調味料と食材の対決はアンバランスだと感じた。 

視聴者からの投票数を表示するカウンターが、画面の両サイドに常に表示されてい
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たが、数字がガチャガチャと動くのが非常に気になった。もう少し小さく表示するか、

途中経過で時々見せるだけでもいいのではないかと感じた。双方向で視聴者とつなが

るというのであれば、投票ではなく、ツイッターなどを活用し、視聴者から「こんな

食材があるよ」といった投稿を募って紹介するほうが、逆におもしろかったのではな

いかと感じた。最後に「瞬間最高うまイイネ！タイム」が発表されたが、どういう理

由で発表されたのか意図が分からなかった。 

司会のグッチ裕三さんとホラン千秋さんは、落ち着いて見られてよかったが、料理

が得意なグッチさんにもう少し料理に関するコメントをもらえたら、話に膨らみが出

たのではないかと感じた。 

また、２つ目の食材対決は、ディレクターが取材していたが、四国のディレクター

はハンディカメラを持って取材していた。しかし使われている映像はカメラマンが

撮った映像で、ハンディカメラはどういう意味で持っているのかなと疑問に思った。 

非常に楽しく見たのだが、見ているうちに、疑問がいろいろ出てきて腑（ふ）に落

ちず、見終わった後に非常に不思議な感じがした。 

 

○  食材対決の番組だったが、野菜と野菜、魚と魚、肉と肉という対決であれば理解で

きるのだが、なぜ、魚のクロヌタウナギと調味料の香川本鷹の対決にしたのだろうか

と感じた。せっかく珍しい食材を探してきてくれたのに、表現しにくいのではないか

と思った。 

また、１つ目の食材はタレントがハントしたのに、２つ目の食材はディレクター

がハントしたので、「なぜ？」と思った。 

１つ目の食材紹介のＶＴＲで流れていたＢＧＭが、マイケル・ジャクソンやレッ

ド・ホット・チリ・ペッパーズでおもしろいと思った。東北のリポートはよかったが、

四国のリポートはただ騒いでいただけのように見え、もう少しきちんと食材について

リポートしてほしかった。 

 

○  視聴者投票のカウンターは、両方の食材が出た後に時間を制限して投票を募り、結

果が出てから表示する方が納得できる気がした。 

地域の隠れた珍味を紹介する番組で、四国と東北で対決するというくくりの大きさ

が理解できなかった。東北というものを甘く見ているのではないか、そんな大きなく

くりで語るな、と感じた。 

司会に、せっかく料理が得意なグッチ裕三さんを起用したのだから、グッチさんを

生かして何かしてほしかった。  

東北対四国という対決だったが、幻のキノコ、ヌキウチを求めて訪ねた秋田の小安

峡温泉は、映像を見ただけでも行ってみたいと思えるとてもいいところだった。この

ように隠れた食材を紹介することが消費や観光につながっていくならば、いい番組だ
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と思う。 

 

○  今回の番組は四国の発案だそうだが、東北だけではなく北海道や九州などの地域と

これまで対決をやってきているということなのか、教えていただきたい。 

この番組は、娯楽番組なのか、報道番組なのか、教養番組なのかと考えたとき、全

てに当てはまるように思えた。料理番組やグルメ番組のカテゴリーではないというの

はよく分かった。ソウルフードというか、地域で伝統的に食してきた、その地域でし

か味わえない、しかも地域の方がずっと大事にしてきた、そういったものを見せると

いう趣旨だと理解した。食材のおもしろさ、珍しさというところにフォーカスを当て

ているため、ウツボや由良アナゴというグロテスクな食材が出てきて、ゲテモノ食い

のように見えてしまうところを、トウガラシやヌキウチという食材も扱いながら踏み

とどまっているのかなと受けとめた。 

私がおもしろいと思ったのは、ウツボ漁のしかたであったり、ヌキウチの採り方や

保存法だ。由良アナゴはカツオを餌にして捕り、天日干しにするという。食材が人間

の口に入るまで、どう手間暇かけているのかという、伝統的な加工法など、そういっ

たものに興味を持った。バラエティー番組ではなく、「新日本紀行」などの番組で、

一つ一つの食材を紹介するというのもあり得ると感じた。 

それほど勝敗に重きを置いているわけでもないようなので、投票はなくてもよかっ

たと感じている。 

東北地方でも知らない食材がいっぱいある。そういった全国各地の知られざる食材

を紹介すること自体はやっていっていただきたい。地方創生と言われる時代でもあり、

おそらく取り上げられた地域は元気が出ると思う。ＮＨＫは全国ネットを持っている

ので、やはりこれぞというものを見せていただきたいと思う。 

 

○  番組をどう位置づけたらいいのか分からなかった。四国で好評の番組ということだ

が、毎回いろんな食材を出したらネタ切れになるのではないかなど、疑問に思った。   

投票のカウンターについては、例えば「紅白歌合戦」も男と女、どちらが勝っても

いいのだが、やはり視聴者としては、今回は男のほうが内容が濃かったとかそういう

観点で見るので、投票結果を確認する意味があると思う。しかし、今回の番組は、始

まってからすぐ投票数のカウントが始まったので、意味がないと感じた。 

出てきた食材は面白かった。クロヌタウナギは天日干しにした後に焼いて食べると

か、ヌキウチはみそ漬けで保存するといった紹介があり、深い内容だった。東北の中

にも知らない食材が結構あると思う。それらを紹介する番組を、今回の四国との対決

に限らず、東北の中で制作していったらおもしろいだろうと思った。 
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（ＮＨＫ側） 

今回の番組は四国から持ち込まれた企画だ。四国では昨年１回放送し、

視聴者の評判もよく、視聴率もそれなりにとれたため、他の地域と一緒に

やれないかと考え、東北に声をかけてきた。それで、その申し出を受けた

という経緯だ。しかし、今回、１回だけ放送する東北にとっては、なぜ四

国と対決をするのかと思うわけで、その事情は伝わらなかったと感じてい

る。反省材料として、四国にきちんと伝えたい。 

この番組が持ち込まれた際に議論になったことが２つある。１つは投票

方法だ。投票は意味があるのか、もう少し意味があるようにできないか、

四国と東北の人口比を考慮したカウントにし、数字に厳密性をもたせては

どうかなど提案したが、今回は投票の演出はチャンネルを変えさせないた

めの仕掛けだと割り切ってやることになった。 

もう１つ議論になったのが、ＶＴＲの構成だ。食材のハンティングだけ

でなく、料理の仕方や背景にある食文化に踏み込んだほうがいいのではな

いかと議論した。ただ、４５分の中で各地方からそれぞれ２つの食材を紹

介するため、ハンティングも調理も紹介するとなるとどちらも中途半端に

なるということになり、結局ハンティングのおもしろさを見せる内容に特

化した。 

ただ、東北の食文化の高さやその裏にある風土など、そういったことは

絶対欠かせないし、それだけは捨てたくなかったので、案内していただく

方の人選にはすごく時間をかけた。土地柄がにじみ出るようなしゃべり方

も含め、その人がそこでやっていることを、その土地の風土と結びつけて

語るということを、今回の番組のフォーマットの中で精いっぱいやったつ

もりだ。 

メッセージの紹介やグッチさんの料理のうんちくを放送に生かせな

かったのかというご意見も、まさにおっしゃるとおりだ。限られたスタジ

オの持ち時間の中で、食べて感想を言うのは必須で、そこからプラスアル

ファで何ができるかということを考え、実際台本にはそういったことも入

れたが、結果的には時間が足りなくてできなかった。 

また、指摘のあったトウガラシだが、確かにあれだけ畑のもので、ハン

ティングということではなく異質だった。四国からは、山の幸の食材があ

まり上がってこず、キノコだと秋田のヌキウチと同じに見えるため、毛色

を変えようと考え、あえてああいう食材にした。香川本鷹の歴史的背景も

実はおもしろくて、そういうところをもう少しクローズアップする方法は

あったと反省している。対決として違和感があったというご意見はもっと

もで、これも今後に生かしたい。 
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最後に、地域の食材を発信する、食材に限らず文化を発信するのは、Ｎ

ＨＫの使命だと思っている。今は震災報道で、特に仙台局ではこういう番

組があまり制作できずにいる。震災をきちんと伝えることはもちろんだが、

東北のすばらしい文化を伝えることは決して諦めていない。今、「ＴＯＨ

ＯＫＵメンコイらぼ」という番組を年に６回放送している。バラエティー

という形の番組で賛否両論あると思うが、東北が培ってきたもののすばら

しさを伝える番組にするよう、ディレクターにも徹底していきたい。また、

そういったことを伝える新番組の開発も考えていきたいと思っている。 

 

○  補足だが、他の委員の意見を聞き、香川と戦う理由がないから燃えないのだと感じ

た。東北の中であれば、岩手には負けないとか、福島には負けないという気持ちがあ

るので、視聴者も燃えると思う。番組で紹介された内容はとてもよく、食材の歴史的

背景や風土も見え、日曜日の朝に放送している「うまいッ！」と似ている。どんどん

ハンティングしていただき、負けない食材で福島に対決を挑むといった形で考えても

らえれば、見やすい、おもしろい番組になってくると思う。ぜひ次につなげていただ

きたい。 

 

○  東北の中で比較するのもいいが、やはり全国放送にして、四国と東北のものを出し

てそれを全国の皆さんに見ていただく、地域を変えて今度は山陰とどこかがやるとい

うのもよいと思う。地域のものを全国に発信するという機会を設けていただければあ

りがたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  オリオン座流星群の話題で、１０月２１日(火)の「てれまさむね」でやっぺぇが流

れ星になりきって走り回っていたら、平野哲史キャスターが「やっぺぇはお星様に

なったんですね」とコメントをし、家族で爆笑してしまった。１０月２９日(水)から

３日間は、いつものスタジオを飛び出し、「てれまさｉｎ県北」と題して外から放送

していたが、やっぺぇと気象予報士の篠原正さんのコントもすごく和み、楽しかった。 

 

○  １０月１７日(金)の震災ドキュメント２０１４「仏浜 パトカー物語」（総合 後

7:30～7:55 東北ﾌﾞﾛｯｸ）は、３月１１日、沿岸の方々に避難を呼びかけて殉職した警

察官をめぐるドキュメントだった。殉職した警察官が乗っていたパトカーの残骸が福

島県富岡町の仏浜に残されており、両親が息子の最期を知りたいと、そこにポストを

設置した。そのポストに入ってくる手紙から最期の状態がつむぎ出されていった。取
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材も非常に丁寧で、関わった方々の心情がよく伝わってきて、非常にいいドキュメン

トだった。 

 

○  １０月１７日(金)東北Ｚ「サンドウィッチマンのどうなってる？原発事故の汚染

物」は、まさに世論が分かれているテーマを真正面から捉えた内容で、我々が判断す

るための正確な情報を伝えるという点でも非常に意義のあるよい内容だった。こうい

う賛否が分かれている問題は、掘り下げようとすると非常に難しいと思う。そういう

問題を取り上げたという意味でも、非常に勇気ある番組だった。内容的にも、事案の

全体像、放射線の問題、中間貯蔵と最終処分の違い、また容量を減らす減容化の技術

面も非常に丁寧に分かりやすく伝えていた。専門的なコメントをする、立命館大学名

誉教授の安斎育郎さんと大阪大学准教授の八木絵香さんのお二人のコメントも非常

に公正でバランスのとれたものだと感じた。サンドウィッチマンが素人の立場に徹し

て余計なコメントをしなかった点も非常によかった。時々素人が無責任な発言をする

ことがあるが、この番組はそういう点でも非常に役割がきちっとしておりよかった。

特に印象的だったのは、産業廃棄物の不法投棄の問題に住民が時間をかけてコミュニ

ケーションをとり解決をしたという、香川県の豊島の事例だ。今後を考える上では非

常に示唆に富む内容だった。こういった施設の立地というのは、地元と周辺との意識

のギャップが現れる難しい問題だが、今回の番組は、非常に客観的かつ多面的にバ

ランスよく捉えていた。素晴らしい番組だと思った。 

 

○  東北Ｚ「サンドウィッチマンのどうなってる？原発事故の汚染物」は、現在進行形

の問題で、宮城県内でも「指定廃棄物」の最終処分場をめぐる問題がある。続けて取

り組んでいくテーマだと思っている。次も注目したい。 

 

○  １０月２４日(金)の震災ドキュメント２０１４「サッカーが勇気をくれた～コバル

トーレ女川の挑戦～」（総合 後7:30～7:55 東北ﾌﾞﾛｯｸ）は、女川のサッカーチームと

地元の方々の関わりを描いていた。地元の応援を背中に受け、被災地のチームとして、

選手たちがサッカーを通して地元に恩返しをしようというストーリーだった。サッ

カー選手の方々の一生懸命やっている気持ちがすごく伝わってきた。この番組の中で

一番心に残ったのが、チームを応援している漁師の鈴木公義さんの言葉だ。「例えば、

災害公営住宅が完成して入居しましたというのは明るい話題だが、それは普通に生活

している人はもともと持っている。コバルトーレが優勝したというのは、本来の明る

い話題。そういうレベルの明るい話題がどんどん出てこないと本当の意味の復興にな

らない」と話していた。やはり、スポーツが地域に与えるエネルギー、活力というの

は非常に強いものだと感じた。 

 



9 

○  震災ドキュメント２０１４「サッカーが勇気をくれた」は、非常に苦労して社会人

リーグをやっている状況がよく分かった。一番印象的だったのは、サポーターの鈴木

さんの言葉だった。「災害住宅が完成して希望する方が入居した」というのは明るい

話題だが、普通に生活している人はもともと持っているものだ、と。「コバルトーレ

が優勝した」というのが本当の明るい話題で、そのレベルの明るい話題がどんどん出

てこないと本当の意味の復興にならないというのは、心に刺さる、深く納得できる言

葉だった。 

 

○  原発絡みの２つの番組について。１０月３１日(金)東北Ｚ「死者たちの声～福島・

震災関連自殺～」、１１月１日(土)ＥＴＶ特集「除染のゆくえ～畑村洋太郎と飯舘村

の人々～」の放送があった。この２つの番組の共通点は、前者は精神科医の蟻塚亮二

さんの目を通して、後者は東大名誉教授の畑村洋太郎さんの実践を通して、原発事故

で苦悩されている方たちを描く手法をとっていたことだ。震災から４年目に入り、被

災地、福島の状況を表現するときに手詰まり感が出てきていると思う。そんななか、

専門家のフィルターを通して描くということは有効だと思うが、間違えると、その方

に過剰に依存して、あらぬ方向にひっぱられるリスクがあると思う。番組では、それ

を補うために丁寧に住民の声を拾っており、的を射た番組になっていたと思う。 

 

○  東北Ｚ「死者たちの声」は、蟻塚さんの話がやはり説得力があった。メンタルヘル

スは今も現在進行形であり、原発が再稼働すればメンタルヘルスが悪くなる可能性が

ある、などいろいろな話があった。ご遺族の取材は大変だったろうと思う。非常にデ

リケートな問題に真正面から取り組まれたことに敬意を表したい。豊原謙二郎アナ

ウンサーの語りが、抑制のきいた声で、怒るでもなく、告発するでもなく、非常にい

いナレーションだった。 

 

○  東北Ｚ「死者たちの声」は時間の経過がテーマで、蟻塚先生が、時間がたつにつれ

てストレスが複合化すると言っていた。自ら命を絶った２人について、震災から時間

経過をたどりながら見つめる構成で、見るのはつらかったが、こういった報道をする

のは大切なことだと思う。 

 

○ １１月７日(金)クローズアップ東北「“定点映像”が伝える東日本大震災 第２回 

福島」も、時間の経過をテーマにしていた。非常に意味のあることだと思った。 

 

○  １１月７日(金)東北Ｚ「まちのうた」を見た。最近、福島をとりあげる「東北Ｚ」

や「クローズアップ東北」が多かったが、つらい内容が目立っていた。今回はバンド

のくるりが南相馬を歌った「ｓｏｍａ」が紹介され、その曲のじわじわっとくるすば



10 

らしさと番組の雰囲気がとてもよく合っていて涙腺が緩んだ。俳優の瑛太さんのナ

レーションもよかった。内容的にはＥテレで深夜に放送している「福島をずっと見て

いるＴＶ」で扱いそうなテーマだと思ったが、この時間帯に放送してもらえてよかっ

たと思った。全国放送もしていただきたい。 

 

○  東北Ｚ「まちのうた」は、ロックミュージシャンのくるりが、とても自然な形で福

島の相馬の人と関わっていく中で「ｓｏｍａ」という歌がつくられていた。「ｓｏｍ

ａ」はとても心にしみる曲で、大変涙腺が緩んだ。メロディーも詩も、それからミュー

トが効いたトランペットの音色もすばらしかった。震災関連については、ぜひ今後と

も手厚く報道していただきたいと思う。 

 

○  １１月１４日(金)クローズアップ東北「“仮設を元気に卒業しよう”～震災４年目 

岩手・陸前高田で～」では、陸前高田市の200人ほどが暮らす仮設住宅に密着し、お

互いが思いやりを持ち、助け合っている姿を映し出していて、非常になごむ番組だっ

た。仮設住宅でお茶の教室を始めた菅原紘子さんが、「７０年も生きる中で、この３

年７か月の方が濃かったかもしれない」と言っており、よかったなと思った。ただ、

番組に登場したのはほとんどが高齢者で、若い人の顔が見えなかったのが少し残念

だった。 

 

○  １１月１４日(金)東北Ｚ「イナサに稲がそよぐとき～仙台市荒浜・土の再生の記録

～」もよかった。震災から４年ぶりに田植えをした人々が嬉しそうだった。最後、収

穫祭で作った米を食べているところで番組は終わった。米価下落という厳しい現実も

あるが、やっと元の稲作ができた。頑張っている姿と収穫に満足する姿にほっとした。 

 

○  東北Ｚ「イナサに稲がそよぐとき」の仙台市荒浜地区は、もう１０年ほど仙台局が

取材を続けている地域だ。以前番組で紹介された人たちはどうしているのかなと、楽

しみにしている。今後も期待している。 

 

○  ＥＴＶ特集「除染のゆくえ」の番組冒頭で、原発事故の影響で全村避難が続く福島

県飯館村に来た畑村さんが、「原発に賛成の人も反対の人も一度ここに来てごらん

よ」とボンと言った。この言葉でこの番組は成功したと思った。畑村さんは自ら除染

の仕方を工夫し、工学的な実験をしており、そこに絡む地元の人がいた。畑村さんの

やり方に賛成しながらも、農家の菅野義人さんは「自助努力の重要性はわかるが、そ

の前に東電とか国がやることがあるのではないか」と釘を刺す。ここにも非常な葛藤

があり、視聴していてどちらも大変重苦しい雰囲気になった。 
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○  １１月１０日(月)東北☆未来塾「里海のチカラ うみべえ里海教室 傷ついた海を

再生するには？」で、松島湾のアマモ再生の取り組みが紹介された。分かりやすく説

明されておりよかった。 

 

○  １１月１６日(日) 明日へ－支えあおう－「森のチカラで支えたい～釜石地方森林

組合・住宅革命に挑む」は、釜石の森林組合が地場産の木材を使って格安住宅を作る

という、すばらしい挑戦を紹介した。森林というのは再生可能な資源で、きちんと管

理して計画的に伐採すれば、ずっと木材として使い続けられる。徹底的にコストダ

ウンする工夫もよく分かった。とてもいい番組だった。 

 

○  今月のモニター報告を見ると、やはり震災関連の番組が嫌な方もかなりいるようだ。

「いつまで震災のことをしているんだ」、「暗い話は見たくない」といった反応は、た

ぶんこれからもあると思うが、気にせず続けてほしいと思っている。 

 

○  今、震災関連の報道は、民放ではほとんどない状況だ。そのような中で、このよう

に厚く震災関連の番組を作ってもらっている。ぜひ、自信と使命感を持ってやってい

ただきたいと思う。 

 

○  プレミアムよるドラマ「タイムスパイラル」は、黒木メイサさんとＧＡＣＫＴさん

がメインで出演していたが、印象が薄く、もったいないと感じた。 

 

○  木皿泉さん脚本のプレミアムドラマ「昨夜のカレー 明日のパン」は、とても優し

い雰囲気でいい。 

 

○  １０月から始まった「山賊の娘ローニャ」は、子どもが楽しみにしていて毎週必ず

見ている。見られないときは録画している。これからの展開にとても期待している。 

 

○  １０月２２日(水) あさイチ「“ＪＡＰＡ”なび 宮城 石巻＆女川 」で、女川さ

いがいエフエムが取り上げられており、最近の状況が分かってよかった。 

 

○  １０月２３日(木) 「あさイチ」で、なぜか「スコットランド特集」をやっていて、

唐突な感じがしたが、タータンの話などは興味深かった。 

 

○  １０月２７日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「ぶれない志、革命の歯科医

療 歯科医・熊谷崇」に、地元酒田の熊谷医師が登場した。この医院に通っている子

どもの８割が２０歳まで永久歯に虫歯がないという、驚くべき成果を上げている医師
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だ。単に治療するのではなく、痛くならないための歯医者になろうという信念を持っ

ていた。一番おもしろかったのは、次世代を担う歯医者を指導するシーンだ。福岡か

ら学びに来た医師が、予防治療の意義を患者は理解してくれなくて商売にならないと

いう現実をさらけ出すのだが、それに対して熊谷さんは、きぜんとして「患者の意向

に沿って治療する、妥協するような態度ではだめだ」と伝えていた。最後の「プロ

フェッショナルとは？」という質問には、「あえて困難な道を選択し、先入観や既成

概念にとらわれず情熱を傾けて創意工夫する。ぶれずに目的を達成しようと努力する

人」と話していた。熊谷さんの信念を持った活動をきちっと取り上げており、非常に

おもしろい番組だった。 

 

○  プロフェッショナル 仕事の流儀「ぶれない志、革命の歯科医療 歯科医・熊谷崇」

は、「プロフェッショナル 仕事の流儀」らしい番組だと思った。見れば見るほど自

分の歯の行く末が心配になった。ぜひ歯科医の方々に見てほしいと思った。 

 

○  プロフェッショナル 仕事の流儀「ぶれない志、革命の歯科医療 歯科医・熊谷崇」

を見て、もう一回歯磨きをしたのは私だけではないと思う。とてもいい番組だった。

プロフェッショナルといわれる人たちは、ほかの人たちが真似できないぐらいの信念

を持って、やり続けるのだと感じた。 

 

○  １０月３１日(金)ＮＨＫスペシャル「“夢の丘”は危険地帯だった～土砂災害 広

島からの警告～」（総合 後10:00～10:49）では、都市計画で市街化区域の線引きを担

当した、元・県職員が涙ながらに語る一方、不動産業者は平気で話しており対照的だっ

た。よくこの人たちからインタビューがとれたな、すごいと思った。それぞれの気持

ちがよく出ていた。当事者だけの問題ではないと思いながら見た。  

 

○  １１月２日(日)アジア食紀行「コウケンテツが行く中国・雲南」（BS1 前9:00～9:50、

前10:00～10:49）では、中国の少数民族を訪ね、珍しい豚肉の料理や日本の納豆のよ

うな発酵食品について紹介した。中国はやはり奥が深いと思った。日本と中国は、今、

少しぎくしゃくしているが、こういう中国の食文化を見せていただくと、お互いに理

解が深まると思っている。私も食に関わる仕事をしているので、大変興味深く、今後

もカンボジアやウズベキスタンなど、いろいろな地域に行くようなので、非常に楽し

みにしている。   

 

○  １１月３日(月) ＮＨＫスペシャル「世界遺産 富士山～水めぐる神秘～」（総合 

前10:05～11:03）は、富士山にどのようにして雨水が集まり、それがどこからどこへ

湧水として流れ出ていくのかを解明していた。単に科学だけの視点ではなく、こう
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いった水が生命をつなぎ、富士山の美しさをつくり出し、日本人の心を潤していると

いうことも伝えていた。非常にＮＨＫらしい、いい番組だと思った。祝日の午前中に、

よくこういった番組を放送していると思うが、非常に心が安らいでいい。ぜひこれか

らも続けていただきたい。 

 

○  １１月３日(月)「日本刀に恋して 知られざる研ぎ師の世界」（総合 後3:05～

3:54）を見た。刀を研ぐ、研ぎ師を特集したドキュメントだった。日本刀は、研ぎ師

によって磨かれてすばらしいものになるという。研ぎ師が職業として成り立つという

ことも知らなかった。これもすばらしい日本の伝統文化だと思った。新しい世界を見

せてもらった。 

 

○  １１月３日(月)「ワタシ ただいま冒険中！！～「マッサン」ヒロイン 秘密の舞

台裏～」（総合 後6:10～6:40）を見た。ヒロインを演じる、シャーロット・ケイト・

フォックスさんの密着取材で、シャーロットさんがとても魅力的で、ますます彼女を

応援したくなる、いい番宣だった。 

 

○  １１月３日(月)の「にっぽん紀行 男たちの居場所」（総合 後7:30～7:55）は、壇

蜜さんがナレーションというので楽しみにしていた。男たちの居場所と聞いて、職場

以外、特に家にも居場所がない私にとっては身につまされるような思いで見た。この

番組のいいところは、自己肯定感を与えてくれところだ。それぞれみんな痛みや悩み

を抱えているが、君は生きていていいんだよということを、ほんわかと言う仕掛けに

なっており、２５分の短い番組だが、いつもいいなと思う。今回はせっかく秋田出身

の壇さんを起用したのだから、秋田弁でナレーションをしてほしかった。 

 

○  １１月３日(月) プロフェッショナル 仕事の流儀「楽しみも苦しみも、すべて音

になる バイオリニスト・五嶋みどり」は、五嶋さんを取り上げてくれたのはとても

よかったが、内容が散漫で、結局何が言いたかったのか分からず、残念だった。最後

に、１１月１７日(月)プレミアムシアター（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前0:00～3:25）に五嶋さんが

出演するという告知があった。時期的にそのつながりで番組を放送したのかと感じた。 

 

○  「キャロリング～クリスマスの奇跡～」を見ている。鈴木福君が出演しており、 た

どたどしい話し方がかわいくて、生意気だけど憎めない、一生懸命な役柄に合ってい

ると思って視聴している。 

 

○  １１月４日(火)～７日(金)ＢＳ世界のドキュメンタリー 「シリーズ秋の夜長は

アート満喫！」は、多少は知っている者にとっては、驚くような内容ではなかったが、
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よくまとまっており、どれも興味深く見た。モナリザ、ベートーベン、シェークスピ

アなどが取り上げられた。これまで文化面を扱ったドキュメントは単発扱いが多かっ

たように思うが、シリーズにして放送していただくことで目にとまりやすくなり、見

やすくなってよかった。今後もこういう企画をやっていただきたいと思う。 

 

○  １１月５日(水)広島発地域ドラマ「戦艦大和のカレイライス」（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後10:00

～10:59）を見た。脚本がアニメも手掛ける會川昇さんで、おもしろかった。戦艦大

和に乗っていた若者の乗組員が現代にタイムスリップして、カレーライスをつくると

いう話で、「戦争と平和」がテーマだった。番組終盤では死者と現代の人が入り交じ

るようなシュールなシーンもあり、よかった。これからも「地域発ドラマ」は、さま

ざまな地域のテーマをいろいろな形で見せてもらいたい。 

 

○ １１月７日(金)「あさイチ」の「プレミアムトーク」に宮沢りえさんが出演し、映

画「紙の月」の話をした。「紙の月」は、ＮＨＫの「ドラマ１０」でも放送していた

のに、そのことには一切触れなかったのが不自然に感じた。 

 

○  １１月７日(金)「ニュースウオッチ９」で、シリーズ企画・「ふるさと再起動」の

１回目のリポートがあった。高齢化率日本一になった群馬県の南牧村のＩターンの取

り組みを紹介していた。この企画は、ぜひ続けていただきたいと思う。地方創生は非

常に難しいテーマで、戦後、歴代の政権が取り組んできたが成功してこなかった。結

局は東京一極集中が収まらなかった。地方の成功例を単発で取り上げて紹介するので

はなく、例えば、戦後史証言プロジェクトのように、失敗から学ぶ、過去の総括をす

るほうがいいと思う。戦後の国土政策を深く検証するような番組をぜひお願いしたい

と思う。 

 

○  「ドキュメント７２時間」は、すごく好きな番組の１つだが、１１月７日(金)放送

の「山手線一周徒歩の旅・東京都心の“幸福論”」は、意味のない内容だった。山手

線の線路沿い、１周３５キロを３日間かけて歩き、出会った人にインタビューすると

いう企画で、新しい感覚だと思った。しかし、場所を変えると場の空気感の共有がな

くなるため、深夜うろうろしている変わった人にインタビューする結果になっていた。

この番組は、一つの場所に集まる人々のさまざまな生き方や思いを、自分の人生と重

ね合わせて聞くというのが醍醐味だと思う。それが全く感じられない取材になってい

て残念だった。 

 

○  １１月８日(土)目撃！日本列島「ことばで人を癒やす～涙と笑顔の診察室～」は、

じんときた。北海道の医師、下田憲さんは、診療所の待合室に自作の詩をいっぱい飾っ
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ている。すべて患者に寄り添う言葉なのだが、下田さんは、患者さんの中から生まれ

た言葉で、自分は患者さんへのお返しに書いているだけだという。すごい医者がいる

なと思った。医療の技術や医療の原点は、病気をみるのではなく、人そのものを見る

ことだという紹介もあり、考えさせられるよい番組だった。 

 

○  １１月８日(土) ＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「佐藤健×木皿泉～人

物を生む 物語を生きる～」は、佐藤健さんが目当てで見たが、すっかり木皿ご夫妻

のファンになった。木皿泉さんはプレミアムドラマの脚本をされているが、そのドラ

マが終わりそうなタイミングでの放送だった。もっと早く放送したらよかったのでは

ないかと思った。 

 

○  １１月８日(土)、９日(日)と２夜連続で放送したＮＨＫスペシャル「ジャパンブ

ランド」（総合 後9:00～9:58）を見た。特に、第１回「日本式サービス 強さの秘密」

がおもしろかった。かつてアメリカで生まれたコンビニが、日本で独自の成長をとげ、

逆に日本式コンビニをアメリカに輸出しているという。アメリカは経済の合理性、コ

ストを優先するが、日本はそうではなく、客の便利、満足を優先する。それが結果と

して会社の利益につながるということだった。世界的な大手ホテルの一律のサービス

ではなく、今、日本的なお客に合わせたおもてなしが求められる時代になっていると

いう話もあった。非常にいい番組だった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「ジャパンブランド」では、塾、コンビニ、回転ずしなど、海外

で注目を集める日本のサービスが紹介され、非常におもしろかった。おそらく日本的

なサービスというのは、非効率であればあるほど価値が高いのだと思う。少し心配に

なったのは、確かに日本式サービスは世界に広がっているが、進出先で現地人を雇用

するようになればなるほど成功ということになる。そうすると、日本の雇用にはあま

り貢献しないと思い、経済的にはどう見ればいいのだろうかと感じた。 

   

○  ＮＨＫスペシャル「ジャパンブランド」は、２回ともおもしろく見させてもらった。 

 

○  ＮＨＫスペシャル「ジャパンブランド」は、日本人としてエネルギーをもらえる番

組だった。 

 

○  １１月９日(日) 「わたしが見た日本 中国人プロレスラー奮闘記 」（BS1 後8:00

～8:49）は、中国人レスラー王彬（ワン・ビン）さん、二十歳の奮闘の物語だった。

プロレスラーとしてなかなか芽が出ないなか、被災地支援チャリティーの興行で福島

を訪れ、仮設暮らしの子どもたちが人なつっこく寄ってきて、楽しいひとときを過ご
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す。興行の試合では王さんは負けてしまうが、子どもたちは王さんに温かく声援を送

り続けていた。その時に王さんが、「どんなに失敗してもあきらめなければ必ず希望

はあるんだ。私もこの道を選んだ以上最後までやり通そうと心に誓った」と言い、そ

の言葉にとても感動した。番組の中で、津波が浸水した地域をバスで移動する場面が

あったが、そこで映された道路標識が、道の矢印はあるのに町の名前が消されており、

ぞっとして印象に残った。立入禁止のため名前が消されたのか、行くなという意味な

のか分からないが、そういう部分がまだあるんだ、これからどうなるのだろうと強く

思った。 

 

○  １１月１０日(月)プロフェッショナル 仕事の流儀「開拓せよ、最強の一本釣り 

カツオ漁師・明神学武」を見た。ただ海に行ってやみくもに漁をすれば釣れるという

わけではないという、漁業の厳しさを感じられてよかった。明神さんは、漁労長らし

からぬおだやかな方だが、高性能の魚群探知器を使ってもなかなか突き止められない

カツオの群れを、彼独自の方法で当てていく。水揚げ日本一を４回記録しており、町

では天才と言われている。カツオ漁は、２時間ぐらいかけて釣るのだが、そこで１８

トンほど釣り上げるそうだ。そういうすさまじい釣りの現場が映し出されて、すごい

なと思った。２３人の乗組員には家族がおり、明神さんは100人の命を預かっている

責任もあるわけだ。大変な仕事を見せられた。これを撮ったＮＨＫも非常に頑張って

おり、辛抱強く、漁師一人一人の表情や生きざまなどを映し出しており、非常によかっ

た。本当に、仕事の流儀はそれぞれの職業にあるのだと感じさせられた。いい番組だっ

た。 

 

○  １１月１２日(水)ＮＨＫニュース「おはよう日本」の７時台のオープニングで、ク

イーンの未発表曲が発表されたという話題が出た。次に出てきたニュースが、衆議員

解散に関する動きで、日本は平和なのかなと思った。クイーンの話題は、オープニン

グにはそぐわないニュースだったと思った。 

 

○  １１月１２日(水) ためしてガッテン「３分で８割減！ 肝臓がん撲滅ＳＰ」で、

早期発見のための簡易検査の紹介があった。子どもにＢ型肝炎のウイルスの予防接種

を自費でするかどうか迷っていたので、とてもためになった。私も早速このＢ型肝炎

の検査に行こうと思った。 

 

○  １１月１３日(木)プレミアムアーカイブス ハイビジョン特集「ベンガルトラ 

マッチェリ母子の物語」を見た。2006年に放送したものだが、ベンガルトラが子育て

をしている様子を撮影した世界初の映像で、そういうこともＮＨＫで紹介しているの

かとすごく勉強になった。 
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○  １１月１５日(土)ＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「阿川佐和子×ふなっ

しー～ふなっしー力 アガワ力～」は、なぜ、ふなっしーなのかとびっくりした。ど

のように人選をされているのかと思い、興味津々で視聴した。内容はとてもおもしろ

く、ふなっしーのファンになった。ふなっしーが下積み時代、誰も振り返ってくれな

かった頃に秋田のニャジロウが助けてくれたという話は知らなかったので、へぇと思

いながら見た。意外とインタビューが成り立っていておもしろかった。 

 

○ １１月１７日(月)「あさイチ」で、セクハラの反響編を放送してくれたのはよかっ

たが、短い時間だった。ぜひまた本格的に取り上げてほしい。 

 

○  １１月１７日(月)サラメシ「第４シリーズ 第２５回」は、青森県スペシャルだっ

たのでしっかり見た。サラメシのおもしろいところは、ご飯だけではなく、働くプロ

の現場がよく分かるところだ。しかし、今回の青森のみなさんの昼食は、短命につな

がるとされている食材ばかりでがっかりした。お弁当にでっかい筋子をドンと入れて

いたり、お弁当を食べた直後にカップラーメンを食べていたりで、笑ってしまった。 

 

○  １１月２０日(木)の連続テレビ小説「マッサン」だが、マッサンが産婆さんを背負っ

て連れて来たので、足腰の悪い高齢の産婆さんだと思ったのだが、家に入った途端、

ばあっと走っていった。たぶん俳優さんが若い方なのだろう。元気がよすぎると思っ

た。動作が少しふさわしくなかった。 

 

○  蔵王山で火山性微動が観測されたというニュースを民放でも詳しく報道していた。

ＮＨＫも蔵王山の地震や噴火の情報に関しては、詳しくクローズアップして伝えても

らいたい。 

 

○  「ダウントン・アビー」のシーズン２の放送を前に、シーズン１の再放送をしてい

る。しかし、既にシーズン４まで終わっているドラマなので、もうちょっと早いペー

スで放送してもらえるとうれしい。 

 

○  「あさイチ」で、番組の最後のほうに番宣コーナーかあるが、いつも似たような番

組を紹介しているように思う。「あさイチ」は、よく見られていると思うので、違う

タイプの番組も宣伝したらよいと思う。 

また、番組中の試食についてだが、以前から有働由美子アナウンサーだけが食べな

いことがすごく気になっている。柳澤秀夫解説委員は食べていて、先日はリポーター

の近藤泰郎アナウンサーも食べていた。どういう決まりになっているのかと興味津々



18 

だ。 

 

○  １０月末から１０日間ほどチェコとドイツに行っていた。「ＮＨＫワールド」が見

られて喜んでいたら、朝のニュースと夜のニュースが同じだった。ぜひニュースは同

じものではなく、時差があってもいいので、タイムリーな内容を放送してほしい。ま

た、ＮＨＫオンデマンドは海外では見られなかった。ぜひ海外でもオンデマンドを見

られるようにしていただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

視聴番組について、いろいろとご意見をいただいた。私は東北ブランド

戦略会議のメンバーに入っており、東北各県と新潟県の観光関係の方とい

ろいろ話をする機会がある。今回の番組のように、東北の知られざる食材

を探し出して紹介するのは非常に大事だと思う。東北ブランド戦略会議で

は、海外の人に東北に来てもらうためにどうするかというようなことを話

し合うが、そういう意味で言うと、こういった東北の食材を掘り出して国

際放送に乗せて世界に届けていくという役割も、これからすごく大事にな

るだろうと思った。 

また、震災関連の番組に非常に温かいご意見をいただいた。我々も制作

した番組は自信を持って放送しているが、視聴率がよくなかったり、「見

たくない」というようなご意見をいただくこともある。「自信を持って放

送してほしい」というご意見をいただき、意を強くした。またこれからも

復興に資する番組を作っていきたいと思った。どうもありがとうございま

した。 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６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、１６日(木)、ＮＨＫ仙台放送局におい

て、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議は、まず、視聴番組の震災ドキュメント２０１４「父と娘 ～“出稼ぎ”家

族の震災～」を含め放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、１１月の番組編成について説明の後、放送番組モニター報告と視聴者意

向報告が行われ、会議を終了した。 

 

 

（ 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) 出羽庄内地域デザイン 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  （(一社)岩手県芸術文化協会理事） 

向田 吉広  （東北電力（株） 常務取締役） 

 

 

（主な発言） 

 

＜震災ドキュメント２０１４「父と娘 ～“出稼ぎ”家族の震災～」 

（総合 １０月１０日(金)）について＞ 

 

○  最初に見たときは番組の方向性をどう捉えたらよいか分からず２回視聴した。登場

した２つの家族は父親が長らく出稼ぎに出ており、震災当日も離ればなれだったとい

う、これまでの番組で紹介された被災者とはちょっと違う境遇だった。柴田久さんの

娘、勝美さんは津波で亡くなり、一方の佐々木悟さんの娘、佐藤千佳さんは亡くなっ

た勝美さんの親友で、結婚をし、間もなく子どもが生まれる。境遇の対照的な立場の

家族をとりあげ、気持ちというか、心の葛藤を切り取ったのだと思った。 

立場の全く違う２つの家族の気持ちを相手の立場になって考えることは難しく、感
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情移入して見ることはできなかったが、いまだに震災の悲しみや葛藤を引きずり、気

持ちを整理できずに暮らしている方もまだたくさんいると思う。そういう方々の気持

ちを、そっと、やわらかく、でも深く紹介していた。 

この２つの家族を取り上げた意図を知りたいと思った。 

２５分という短い番組だったが、淡々とした中に家族の気持ちが感じられてくる、

見た後に本当に心にしみて、いろいろな感情が出てくる内容でよかったと思う。 

 

○  「出稼ぎ」ということをあまり聞いたことがなく、田舎の人たちが東京に出ていく

のが出稼ぎだと思っていた。番組冒頭に昔の映像で、実際にどういった人たちが出稼

ぎをしていたのかが紹介され、また番組の中でお盆や正月に地元に戻ってくるという

説明があり、出稼ぎについてとてもよく分かった。また、番組が始まってからのＢＧ

Ｍの選曲がとても落ち着いていて、すんなり心に入ってきてよかった。 

親友を亡くした千佳さんが、自分も子どもをみごもって命の尊さを知ったというこ

と、また、神奈川の専門学校で学んでいた時に「（津波から）泳いで逃げればいい

じゃん」と言われたことが紹介された。東北と関東の温度差がありすぎたために地元

に戻ってきて、そして新しい人と出会い新しい命が生まれるということが、きちんと

説明はなくても番組からよく伝わってきた。 

私も震災の時、地元ではなく山梨やほかの場所で仕事をしており、父や母に「津波

が来るからとにかく逃げて」と伝えようとしたが、電話がつながらずメールで伝えた。

番組では、久さんはそのとき携帯を忘れていて、勝美さんに「山に逃げろ」と伝えら

れなかったと話していた。私はその言葉が胸にぐっときて泣いてしまった。久さんの

気持ちを考えるとつらかった。番組では、「伝えられなかった」ということを重くく

どく言うわけではなく、あっさりと伝えていて、かえってしんみりした。 

久さんが家族と、勝美さんが子どものころ書いた作文を見ているシーンがあったが、

カメラが寄り過ぎて少し映像が乱れて見にくかった。少し引きぎみで撮ってもらった

ほうが映像としては見やすいと思った。 

岩手県陸前高田市の人たちが東京など関東に出稼ぎに行っていることが分かり、た

めになった番組でもあった。また、松岡洋子アナウンサーの語りが落ち着いていてと

てもよかった。番組ラストの部分が、映像ではなく家族の写真で構成されていたのが

また涙をそそった。本来ならば流れて表示されるエンディングクレジットが、画面右

下に１カットで収められていたのもよかった。２５分間の中にいろいろなものが凝縮

されており、本当に感情が出て泣きながら見た。とてもいい番組だった。 

 

○  北東北は高度成長期からずっと出稼ぎをしてきた地域だ。いわゆる季節雇用の方々

がほとんどだが、地元に農地が少なく産業もないため、この番組のように通年雇用者

として出稼ぎをしている人たちもいる。出稼ぎは地方産業と言えなくもなく、地方に



3 

とっても重要な収入源になっている。この番組を構成するに当たって、もともと出稼

ぎにスポットを当てて考えたのか、震災家族の取材でたまたま出稼ぎということに

なったのか、うまく結びつかず何度か視聴した。私が出稼ぎの背景をよく知っている

からこそ、一度で結びつかなかったのだと思う。何度か見て、離れて家族を思う心と

いうのがこの番組の一番のポイントなのだと思った。 

千佳さんは、親友の突然の死によって当たり前の日常が当たり前でないことを悟り、

新しい命に対して向かい合う不安があるということがよく表現されていた。 

日常的に一緒に暮らせなかった親子の心情が、子どもが幼いころ書いた作文で表現

され、また娘を亡くした久さんの悔悟の念が出稼ぎ者の悲哀を感じる言葉で表現され

た。出稼ぎの時代を知っているので、とても悲しい思いで見た。久さんがカラオケで

毎週歌うという、吉幾三の名曲「津軽平野」は、出稼ぎ者と待つ家族の心情を本当に

よく表した曲で、その曲を結びつけて紹介したのがにくいと思った。 

 

○  ２５分の番組だが、非常にまとまっていて丁寧に制作されたよい作品だった。震災

の番組で、離れていた家族という視点はあまりなかったと思う。こういう角度から番

組を作ったというのはすごいと思った。どういう発想からこういう企画を得たのかを

教えていただきたい。 

震災前も震災後も離ればなれに暮らしているわけだが、背景には出稼ぎの悲哀があ

ると思う。離ればなれで暮らす中で、作文や手紙が親子のつながりを受け止める非常

に大きなファクターとなることを改めて感じた。作文や手紙などが持つ重み、重要さ

というものを改めて感じさせられた。また、悟さんが娘の千佳さんに、「子どもが生

まれるのだから、よほどしっかりしないとだめだ」と言っていたが、離れて暮らして

いながらも、会ったときには厳しい言葉をかけているのも非常に印象に残った。 

震災前もその後もやはり出稼ぎしなければならない、一緒に暮らすことはできない、

そういう東北の現実というものを非常に大きく投げかけた番組だとも感じた。 

 

○  出稼ぎということが見た後に非常に印象に残った。娘が小学生のころに書いた作文

が紹介され、また、悟さんは壁に張った古ぼけた娘の写真を見せていた。悟さんは  

１９歳から６６歳まで４７年間も出稼ぎを続けてきた。おそらく地元で働こうとかい

ろいろな葛藤もあったと思うが、ずっと出稼ぎを続けたのはひとえに家族のためだと

思う。出稼ぎ先の生活の場も映し出されたが、やはり仮住まいだ。そういう生活に耐

えながらやっているのは、家族を思う気持ちが強いからだと思った。 

震災で千佳さんは親友を亡くし、その悲しみもまだ癒えていないが、今、自分の子

どもが生まれようとしている。番組の最後の方で、胎児のエコー写真が手紙とともに

父親に送られていて、よかったなと思った。 

勝美さんが小学２年生のころ父親に書いた作文の中に「家族のことを思ってくれて
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ありがとう」とあったが、その文集を、久さんはビニールの買い物袋に無造作に入れ

ていた。久さんはそれを片時も離さず、ときどき見ながら働く意欲を出して頑張って

いるのだと感じた。 

出稼ぎの実態を映し出した考えさせられる番組で、出稼ぎのない世の中を作ってい

かなければならないと思った。ほのぼのとしてよい番組だった。 

 

○  とにかく大変だとしか言いようがないという感じだった。それ以上のコメントがあ

まり思い浮かばなかったというのが正直なところだ。ただでさえ厳しい震災後の生活

の中で、父親は出稼ぎをしていて、つらいときにそばにいられない。お互い遠くから

見守ることしかできない、そういう父と娘とのコミュニケーションの切なさや温かさ

のようなものは大変よく伝わっていた。 

出稼ぎというのは東北に特徴的なケースかもしれないが、被災した人たちにはそれ

ぞれなりわいがあったわけで、家族の形もここに取り上げられたものだけではないと

思う。例えば遠洋漁業、単身赴任、介護の人もいただろうし、父子家庭、母子家庭の

人もいたと思う。そういうなりわいの一つが出稼ぎだと思う。もし東北イコール出稼

ぎということで番組を制作したのであれば、ステレオタイプではないかという感想も

持った。 

千佳さんが専門学校をやめて帰ることになったいきさつ、関東と被災地の温度差の

問題は、これからますます大きくなっていくと思う。あのシーンはほんの短い時間

だったが非常に印象に残った。まさか「（津波から）泳いで逃げれば」と言われると

は思わなかったので、この辺をもう少し掘り下げてみてもよかったのではないかと感

じた。 

 

○  ２組の父と娘の物語を丁寧に向き合って制作したことが伝わってきた。他の委員の

コメントを聞き、私の出稼ぎの概念がだいぶずれていたことに気がついた。家族の生

計のために違う場所に働きに行くイメージだったが、悟さんや久さんは １５歳、 

１９歳とまだ子どもの頃から故郷を離れて出稼ぎしていた。私は家族を持つ前から出

稼ぎするという概念がなかったため驚いた。悟さんの兄弟３人すべて出稼ぎに行って

いるというところも理解できなかった。家族全員出稼ぎというのは、私にはショッ

キングな事実だった。４０年以上出稼ぎしているそうだが、いつ結婚したのか、なぜ

家族は田舎で暮らしているのか、など理解できず、もう少し出稼ぎの背景が分かると

よかったと思った。 

千佳さんが神奈川の専門学校の友人の言葉にショックを受けたという話は、とても

心に残った。 

悟さんが出稼ぎ先の関東で、震災関連の故郷の番組を見ながら涙するシーンはぐっ

ときた。地元の人たちのための番組がある一方で、それを見たい地元以外に暮らす人
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たちのためにも、震災関連のいろいろな番組をどんどん全国に放送していってほしい

と思った。 

２組の父と娘の話で、娘の千佳さんから送られてきた赤ちゃんのエコー写真を見て

本当にうれしそうにしている悟さんの姿と、もう戻らない娘を思う久さんの姿の対比

があった。父と娘の関係を対比して見せる一方で、母親の扱いがぞんざいに感じた。

佐々木あや子さんは健在なのにほとんど出てこず、少し違和感を覚えた。「家を守っ

てきた」という紹介が一言あっただけで、私としては母親のコメントも欲しかった。 

語弊があるかもしれないが、淡々とし過ぎているようにも感じた。震災で離ればな

れになった家族はよく取り上げられてきたが、もともと離れていた家族の震災への思

いを垣間見ることができたのはよかったと思う。 

 

○  とてもいい番組で見ていて涙が出てきた。シンプルな内容だが、一つ一つの映像や

コメントがとても深かった。取材で張りついた期間はどのくらいあったのだろうかと

思った。ごちゃごちゃした生活感あふれる部屋にもカメラが入り、ありのままの普段

の姿を見せてくれており、千佳さんが母親のあや子さんとご飯を作っているシーンは、

カメラがそこにないかのような雰囲気だった。下手にいろんな注釈が入っておらず、

作り手の感情を押しつけていない、とてもいい番組構成だった。 

出稼ぎに関しても、こういう通年出稼ぎに兄弟全員が行くという現状があることを

知り、震災だけではないそのエリアの抱える深い問題が分かった。家族のあり方や働

き方、そして人生の喜びとはどこにあるのかということまで考えさせられた。とても

シンプルな内容だったが、紹介された全てのものが新鮮に見えた。 

 

○  震災と出稼ぎ、これだけ言うと判じ物のようだが、それを非常に新鮮な切り口で見

せてくれた。娘を持つ中年の父親は涙なくして見られない内容だった。ディテールを

非常に大事にしていて、小道具がいろいろ出てきた。娘のために買った一輪車、娘の

小学生の頃の文集、カラオケで「津軽平野」を歌うシーン、このようなディテールの

積み重ねが心にくいと思った。ギターのソロのＢＧＭにも泣けた。人間の琴線という

ことを非常に理解した方がこういう番組を作っているのだと思った。 

他の委員の方も言われたが、番組制作のきっかけは気になった。最初に出てくる昭

和４２年の上野駅の映像で悟さんが紹介されたが、これはどういうことだろう。映っ

ているのが悟さんだということがもともと分かっていたのか、どうしてあの映像が出

てくるのか、偶然にしてはできすぎているので、そこは教えていただきたい。 

出稼ぎの問題は、かつてＮＨＫも何回も取り上げている。「村の女は眠れない」な

どすぐれたドキュメンタリーがあったが、今回の番組はあの系譜に連なるもので、そ

こに震災という大惨事をオーバーラップさせることで非常にアップツーデートなつ

くりになったと感じた。「村の女は眠れない」の放送からもう３０年ほどたっている
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が、依然として同じ状況が東北の地方都市にある。東京一極集中の罪深さのようなも

のを静かに告発したすぐれたドキュメンタリーではないかと思った。 

 

○  ぐっとくる番組だった。「生まれてきた子どもも一瞬にしていなくなるのではない

か」という千佳さんの不安の言葉、そして携帯電話を部屋に忘れたために「山へ逃げ

ろと伝えられなかった」という久さんの悔やみの言葉、これらはやはり被災した人に

しか分からない傷と痛みだろう。一つ一つが印象深い言葉で心に残った。 

淡々と日常を伝えているが、我々被災地にいる者にとっては映像も言葉もいろんな

ことが心にしみるものであった。しかし、被災地以外の人はどう思うのだろうかと考

えた。この番組が悪いということではないが、よく分からないと思うのではないかと。

久さんが通うカラオケスナックにいる人や職場の人のインタビューなどは画面には

映らなかったが、被災地以外の人はどう見ているのかという部分も入れられたらと、

少し感じた。 

今回の番組は出稼ぎの家族で、震災のとき離れたところにいた親子という切り口

だった。これまでもさまざまな切り口で震災の番組を鋭意つくっている。今後も期待

している。 

 

（ＮＨＫ側） 

今回のディレクターは平成１２年入局で、初任地が盛岡放送局だ。その

ときに子どもたちの文集の存在を知り、出稼ぎの人たちの物語ができない

かと取材し、今回の家族にも会っていた。本人は今日に至るまでずっと文

集を何とかできないかと考えており、震災が起きた時もその４、５日後に

都会にいる父親たちのところに行き、撮影もした。どういうタイミングで

出せば視聴者に伝わるのかということを考えながら取材を続けていた。娘

の千佳さんが、神奈川でつらい経験をして戻ってきて、一方でお子さんを

身ごもったという話もあり、今なら震災のときも震災後も離れて暮らす家

族の思いが伝わるのではないかと考えた。取材相手との自然な関係という

指摘があったが、この半年での関係であったなら撮れないようなシーンが

たくさんあったと感じている。なぜあの家族になったかといえば、担当

ディレクターが文集を知った１０年以上前からつきあいがあり、ずっと継

続的に関心を持ち、関係を絶たずに来たことが全てだ。 

鈴木委員に指摘された最初の映像は、取材をしている中で悟さん本人か

ら「昔、ＮＨＫの取材で映った」と教えられ、探したところＮＨＫに残っ

ていたため、本人に確認してもらって放送に出した。 

被災地の外の人はどう思うかという指摘は、確かに大事な視点だと感じ

た。編集の段階ではスナックのママの話も入れたが、編集を重ねるごとに
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父と娘というテーマが際立ってきたため、２５分という短い時間の中には

残念ながら入れられなかった。 

担当ディレクターも私も娘がいることもあり、思い入れをもって制作し

た。ディレクターが頑張って思い続けてきた企画が一つ表に出て、いい仕

事ができたと感じている。この後、千佳さんは出産もするので、もう少し

取材をしようと思っている。ディレクターが１０年かけて築いてきた関係

はこれからも続けていくべく指導をしたいと思っている。 

 

○  １０年前に取材した当時は放送しなかったのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

担当ディレクターが東京に転勤になったため、放送にまでいたらなかっ

た。ただ、ディレクターは文集がその後も続けられていることを知ってお

り、ずっと文集を持ち歩いて今日まで来た。 

 

○  文集は、出稼ぎの家族に対してのものなのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

陸前高田市だけではなく毎年いくつかの地域で発行していたそうだが、

震災後は途絶えている。出稼ぎの多い地域なので、毎年子どもからお父

さんに宛てた作文をまとめ、親たちに届けていたそうだ。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月上旬に「全国こけし祭り」が鳴子温泉で開催され、ローカルのニュースで、フ

ランスなど海外からバイヤーが来てこけしを買っていると伝えていた。全国でも「こ

け女」が増えている中、こけし職人をクローズアップし紹介してもらえるといいと

思った。 

 

○  ９月２６日(金)のクローズアップ東北「“記録した者”として生きる ～震災３年

半 心の軌跡～」を見た。岩手県釜石市で津波を撮影した山口貴廣さんは、隣に住む

川端髙雄さんの最期の姿を撮っていた。震災から半年ほどたって、山口さんは撮影し

続けたこと、川端さんを助けられなかったことに非常に苦しんでいた。その気持ちを

川端さんの息子の芳之さんに打ち明けると、「最期の姿を見られてよかった」と慰め

られる。映像を撮った人がいろんな葛藤を引きずっていることが受け取れた。番組の
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最後の方で、「犠牲になられた方々のためにも頑張ろう」と考える、宮城県気仙沼市

で津波を撮影した方も紹介され、前向きに終わっていたのがよかった。記録した人は

より深く災害が心に刻まれるという、「災害観」という言葉も紹介された。多くの傷

跡を残した災害の一場面を見た感じがした。 

 

○ アナウンスについて。９月２９日(月)の朝のローカルニュースで催し物の原稿を、

「秋空のした」と読んでいた。「もと」ではないか。また、１０月５日(日)の昼のロー

カルニュースで、台風の警戒を呼びかける際に「不必要に外出は控えてほしい」と言っ

ていたが「不必要な」だろう。細かいことだが、丁寧にアナウンスしていただきたい。 

 

○  １０月３日(金)のやまがたスペシャル「仏として生き続ける～即身仏 鉄門海上人

の真実に迫る～」（総合 後7:30～7:55 山形県域）は、湯殿山の注連寺に安置される

即身仏、鉄門海上人の背景に、筑波大学の山澤学准教授が地域に残る石碑や古文書か

ら迫るドキュメンタリーだった。さまざまな記録から、鉄門海上人が、庶民から地主、

城代と幅広い層から敬われていたことが分かった。また、上人が鶴岡市街から港にぬ

けるトンネルを作ったときも、地域の人々が工事を無償で支えていた記録があり、上

人と地域の関わりがよく分かった。この番組を担当したディレクターは２年前に注連

寺で森敦生誕100年祭をしたときも取材に来ていた。丁寧に注連寺や湯殿山にかかわ

る文化を追っているのだと思う。２５分の番組だったが非常に力作だと思った。 

 

○  １０月７日(火)の「東北を熱く 星野監督 ４年間を語る」（総合 後10:55～11:20 

東北ﾌﾞﾛｯｸ）はよいインタビューだった。聞き手の豊原謙二郎アナウンサーは、おそ

らく星野仙一監督と相当前からつきあいがあるのだろう。星野さんが非常にリラック

スし、これまでに言っていないこともしゃべっていた。豊原さんの聞く力がすばらし

く、非常にうまいと思った。ただ、隣にいる女性キャスターは一言も質問しなかった

ので、どういう役回りで隣にいたのか疑問に思った。 

 

○  台風が通過した１０月１４日(火)の「てれまさむね」で、気象予報士の篠原正さん

が、台風は海をかき混ぜて水温を均等にし、養分や酸素をいきわたらせる役割がある

と紹介があった。大変ありがたいと思って見た。 

 

○  ９月２７日(土)「原発の町 帰還困難区域の四季～福島・大熊町 “じじい部隊”

の苦闘～」（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後1:30～2:59）は、これまで何度か番組として見たものに加

え、その後のじじい部隊の活動を大熊町の四季の移り変わりと一緒に丁寧に追ってい

た。最近の中間貯蔵施設問題のことも取り上げられ、悔しさもいっぱい伝わってきた。

とてもよい番組だった。ぜひこれからもフォローしてもらいたい。 
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○  １０月６日(月)東北発☆未来塾「ＩＴ農業のチカラ」では、被災した山元町で始まっ

た、ＩＴ（情報技術）を使った高度な工場で生産するイチゴ栽培を紹介していた。今、

被災地のいろんなところで野菜工場などの事業が始められている。比較的短期間に立

ち上げられ、また雇用効果もあるため、たくさん出てきているのだと思う。価格競争

で厳しい経営にならないよう、ぜひ頑張ってほしいと思った。また、大谷太郎さんの

オープニングのアニメーションは大変いいなと思っていつも見ている。 

 

○  １０月１２日(日) 明日へ－支えあおう－「夫婦の味をもう一度～岩手県大槌町・

復興食堂ものがたり～」を見た。震災後いちはやく食堂を再開した夫婦が、かさ上げ

工事のため食堂を閉めざるを得なくなり、なんとか続けられないかと奔走するが、結

局、土地や資金の問題で断念するという内容だった。地元で頑張っている方がいるが、

思いどおりにいかない現実がまだまだあるのだと感じた。この番組も視聴番組と同じ

ぐらいよかった。 

 

○  ９月２５日(木)のミュージック・ポートレイト「樹木希林×寺田農 第２夜」をお

もしろく見た。寺田さんと樹木さんの２人がそれぞれ選んだ曲を紹介し、その音楽か

ら個性的な生き方も見えるという今までの音楽番組と違ったユニークな構成でおも

しろかった。 

 

○  「団塊スタイル」がますますおもしろくなっている。９月２６日(金)の放送に、

“ザ・スパイダース”のギタリスト井上堯之さんが出ていた。音楽に本当に真剣に向

き合う姿を、司会の国井雅比古さんと風吹ジュンさんが天然の突っ込みでインタ

ビューしており、おもしろく見た。 

 

○  ９月２７日(土)に特集ドラマ「お葬式で会いましょう」（再）（総合 前0:10～1:18）

を、タイトルに興味を持ち視聴した。途中で生前葬のドラマだと分かり、私は１２月

に生前葬で弔辞を読むことになっていたため、どんな形でやるのだろうとぐっと引き

込まれた。脚本は池谷雅夫さんで、派手なことばづかいや動作でまさに演劇の舞台

だった。親子の関係、兄弟の関係、そして夫婦の関係などが映し出され、最後は実に

後味のいい葬式になりよかった。葬式は人生の縮図で重きをなすものだと思うが、ど

ういうわけか、今、生前葬を行う人が出てきている。ドラマではいろんな人生の縮図

が投影され、しかもそれがよい形で終わっていた。すばらしいドラマだった。 

 

○  ９月２８日(日)のＮＨＫスペシャル「老人漂流社会“老後破産”の現実」は、生活

保護水準以下の年金収入しかない高齢者の厳しい生活を伝えていた。年金が引き下げ
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られ、ますます所得が縮小し、電気もとめられ、病院にも行けず、十分な食事もして

いない。負い目から人に会わず、周囲から孤立し、人間の尊厳がずたずたになってい

く情景があった。憲法では、人間らしい生活をすることが保障されているわけだから、

社会や国にこういう問題をどんどん投げかけていってほしい。こういった社会問題に

もっともっと鋭い切り込みを入れてほしい。 

 

○  ９月２８日(日)「永遠の若大将 加山雄三 ７７歳の武道館ＬＩＶＥ」（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ 

後10:00～11:29）も、とても格好よかった。感動して見させてもらった。 

 

○  「ザ・プロファイラー」も１０月からサード・シーズンが始まりとても嬉しい。意

外な人物もどんどん取り上げてほしい。 

 

○  １０月１日(水)から始まった「１００分ｄｅ名著 枕草子＜全４回＞」を見ている。

枕草子は知っているが読んだことのない作品の代表格だと思う。清少納言の描写のお

もしろさ、人物観察、教養の高さなどを分かりやすく紹介しており、大変楽しく視聴

している。埼玉大学名誉教授の山口仲美さんが、フリルのブラウスを着て女子会のよ

うなノリで解説をされていて、清少納言もこういう感じだったのではないかなと思っ

て見ている。ただ、改善してほしい点がある。枕草子について説明するパターンが横

書きなのは違和感がある。また、枕草子を紹介する部分で、原文の文字を画面に出し

ながら現代語に訳した言葉で朗読していたが、やはりまず原文の趣を１回味わい、そ

のあと現代語でゆっくり解釈したい。原文と現代語が両方同時に出るので、両方とも

よく分からない。 

 

○  「亀田音楽専門学校ＳＥＡＳＯＮ２」は、豪華になり、時間も１５分拡大し４５分

枠になり、しかも第１回のゲストが布袋寅泰さんで本気度がうかがえた。新しいアシ

スタントの中村慶子アナウンサーの素人感もいいと思う。番組ロゴもよかった。 

 

○  １０月４日(土)ＮＨＫスペシャル「緊急報告 御嶽山噴火～戦後最悪の火山災害

～」（総合 後7:30～8:14）を当日見逃したため、オンデマンドで視聴した。非常に緊

迫感のある内容で、被害に遭われた方のインタビューも織りまぜてあり、噴火後の数

日でよく作ったと思った。 

 

○  土曜ドラマ「ボーダーライン」はすごく臨場感がある。小池徹平さんが演じるやる

気のない消防士がどうなるのか、楽しみだ。 

 

○  土曜ドラマ「ボーダーライン」は、小池徹平さん演じる消防士は非常にはまり役だ
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と思う。藤原紀香さんが体当たりの演技をしていて、キャスティングもおもしろいと

思って見ている。 

 

○  「名探偵ポアロ」の最終シーズンを放送してもらい感謝している。また、最終回「カー

テン～ポワロ最後の事件～」の前、１０月６日(月)に特集番組「さよならポワロ！～

世界が愛した名探偵・２５年の軌跡～」（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後0:00～0:56:30）があり、改め

て見られてよかった。 

 

○  ドラマ１０「聖女」は、最終回で主人公が海に入っていって死んだが、「なぜ助け

ないのか」とずっと思いながら見た。海で死ぬというのは、今それを見た人がどう思

うかと、すごく嫌な気持ちになり、悲しくなった。 

 

○ 「聖女」は、おもしろいと思って見ていたが、最終回はあんなものだろう。ドラマ

の最終回はがっかりするので見ないようにしている。だいたいどのドラマもそんな感

じだ。 

 

○  １０月８日(水)のクローズアップ現代「墓が捨てられる～無縁化の先に何が～」は、

家族とのつながりが失われる無縁化が進んでいるという内容だった。「老人漂流社会

“老後破産”の現実」でも、今の年金制度は、家族とともに老後を過ごすことを前提

とした制度だという紹介があった。今、家族制度というものが壊れ、先祖崇拝もだん

だん薄れている。この社会全体の変化に、やはり国が根本的な対策を講じなければい

けないと深く感じた。 

 

○  １０月９日(木)、新番組の地球イチバン「地球最後の航海民族～ミクロネシア・中

央カロリン諸島～」を見た。およそ3,000年前から波や星をたよりに航海する技を受

け継ぐ人々がいて、すごいと思った。風で動く大きなヨットのような舟で航海するの

だが、「この舟でどこに行きたいか」と聞くと、「ヨーロッパに行ってみたい」と応え、

「日本はどうか」と聞くと、「日本は近すぎる」と言った。その世界観になるほどと

思った。今後も番組を楽しみにしている。 

 

○  １０月からいろいろ新しい番組が始まり、「ファミリーヒストリー」を非常に楽し

く見ている。１０月１０日(金)のテリー伊藤さんの回では、実家がたまご焼き専門店

だというのは知っていたが、ルーツをずっとさかのぼると陰陽師だったことが分かり、

すごい取材力だと思った。特別に取材チームがあるとは思うが、どうやって調べてい

るのか非常に関心を持った。 
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○  「ファミリーヒストリー」の新シリーズは、とても楽しみでおもしろく見ている。 

 

○  「ファミリーヒストリー」を１回目からとても楽しく見ている。 

 

○  １０月１０日(金)「しあわせニュース２０１４秋」では、全国各地の“しあわせな

ニュース”が伝えられ、たくさん笑ってほっこりでき、とてもおもしろかった。 

 

○  １０月１０日(金)「ニュースウオッチ９」で、ノーベル平和賞を受賞したマララ・

ユスフザイさんについて伝え、「１人の子ども、１人の教師、１冊の本、１本のペン

で世界を変えることができる」という国連で行ったスピーチが紹介された。１７歳の

パキスタンの少女が受賞すること自体にも非常に関心を持ったが、その言葉もすご

かった。大越健介キャスターが「過激派は教育の力を怖がっている」というマララさん

の言葉をつけ加えたことが印象的で、テロリストの側面を見た感じがした。非常によ

かった。 

 

○  １０月１１日(土)の「ニュース深読み」で、東京オリンピックとパラリンピックに

むけた選手育成についての話があった。今、ＪＯＣ・日本オリンピック委員会を含め、

メダルをとるためにどのような活動をしているのかが紹介され、うなずけるところも

あった。宮城県でもＪＯＣが主催になり、オリンピック選手を育てるプロジェクトが

あるので、新しい選手が出てきたらクローズアップし、番組を作ってもらえるといい

と思った。 

 

○  体育の日の前後にＢＳ１などでオリンピックの特集番組があり、１０月１１日(土)

「ＢＳ１スペシャル 幻の祝祭～１９４０東京オリンピック物語～（再）」（BS1 後

1:00～1:49）を見た。1940年に東京オリンピックが開催予定だったことは知ってい

たが、その計画の規模について資料をもとに詳しく知ることができ、番組自体も非常

におもしろかった。駒沢に１１万人規模のスタジアムをつくる予定だったことは初め

て知った。今のワールドカップの決勝戦は１０万人規模だと思うが、当時その規模の

スタジアムをつくる予定があったことに非常に驚いた。政治上は「関東大震災からの

復興」という大義名分があり、そこは今度の東京オリンピックにも通ずるところがあ

ると思った。歴史的なことも感じられたいい番組だった。 

 

○  １０月１１日(土)からスタートした「山賊の娘ローニャ」は、宮崎駿監督の息子、

吾朗さんが監督しているということで特集番組がいくつも組まれ、すごいと思った。

初回の放送直後の宣伝でも「監督 宮崎吾朗」と名前が大きく表示され、どこまで吾

朗さんを推すのか、見ている人はどう思うのかと心配になった。内容は、キャラの動
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かし方やお母さんのキャラクターもジブリの作品とよく似ていて、鳥女は「千と千尋

の神隠し」に出てくる「湯婆婆」だと思った。赤ちゃんのローニャが父親に「たかい

たかい」をされる中で成長していく映像があった。そのシーンで長老が「時がたつの

は早い。さっきまでハイハイしていた子どもがあっという間に大きくなった」と言い、

ウケ狙いなのかもしれないが、見たまま文字どおりの表現は微妙だった。エンディン

グの夏木マリさんの歌が格好よかった。ところで、初回の放送は、第１回と第２回を

合体した拡大放送ということだったが、１回目のタイトルは出たが、２回目のタイト

ルは出なかった。次が第３回となるのが不思議な感じで、初回の長編の放送をあえて

１回、２回とした意図がわからず戸惑いを覚えた。今後、おもしろくなることを期待

している。 

 

○  １０月１１日(土)ＮＨＫスペシャル ホットスポット 最後の楽園 ｓｅａｓｏｎ

２「プロローグ 生命を巡る地球の旅」の中にスリランカの話が出てきた。象が人間

の集落を襲うこともあるのだが、スリランカの人たちは怒らず、「象は人間よりも先

にここに生きていた。この土地は人間だけのものではない」と言っていた。すごく印

象的なことばだった。やはり、自然との共存を目指していかなくてはいけないなと考

えさせられた。震災後、私も活動の一環でアマモを再生させるというプロジェクトに

入っている。植物や動物との共存は難しいが、模索しながら続けていけたらいいとつ

くづく思った。 

 

○  １０月１２日(日)ＮＨＫスペシャル ホットスポット 最後の楽園 ｓｅａｓｏｎ

２「第１回 謎の類人猿の王国 ～東アフリカ大地溝帯～」は、アフリカ東部の多種

多様な生物を写していた。チンパンジーとマウンテンゴリラとボノボという３つの種

類の類人猿が住んでおり、チンパンジーは攻撃的で、マウンテンゴリラは一夫多妻性

で雄が家族を守り、ボノボは雌が主導権を持つ平和的な集団だった。いろいろな人間

社会を思わせるおもしろい内容だった。ＮＨＫならではの企画で、最先端の映像技術、

無線ヘリコプターなどのすばらしい映像に驚いた。今後も楽しみなシリーズだ。 

 

○  新しく始まった、ドラマ１０「さよなら私」の番宣で、主役の永作博美さんが１０

月１４日(火)「あさイチ」に出演した際、女性２人の心が入れ替わるドラマだと紹介

があった。その夜に第１回の放送を見たが、入れ替わることを明かさないほうがどき

どきしたのにと、がっかりした。この後どんな展開で９回もたせるのか気になった。 

 

○  １０月１５日(水)のあさイチ「女性リアル ４０代からの“セクハラ”」を見た。

前週、８日(水)の「めざせ！ハッピー“家事シェア”ライフ！」では、解説委員の柳

澤秀夫さんが失言し攻められていたが、今回は言葉を選んで話していて成長がうかが
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えた。井ノ原快彦さんがすごく頑張っており、緊迫感のある放送だった。ファクシミ

リやメールの反響も大きかったようなので、ぜひまた取り上げてほしい。私は授業で

セクハラについて取り上げることもあり、いろいろ知っているつもりでいたが、視聴

者からのメッセージでぎょっとするような事例がたくさんあった。本当に考えさせら

れる内容で、とても興味深く視聴した。 

 

○  １０月１５日(木)のクローズアップ現代「“百寿者” 知られざる世界～幸せな長

生きのすすめ～」を見た。体の健康と心の健康は必ずしも関係しない、長寿の人たち

はポジティブ感情が強く、多幸感を持っているということを聞き、ネガティブなより

もポジティブな考えのほうがいいのだと、とてもためになった。私も出産を経て自分

の身体が動かなくなり、今シーズン、スキーのレッスンをするかしないかと不安が

あったが、この番組を見て、ポジティブシンキングであればどうにかなると思った。 

 

○  朝の連続テレビ小説「マッサン」に関連して、１０月１５日(水)のろーかる直送便

で、プライムＳ「マッサンの愛したふるさと～広島県竹原市～」の放送があり、竹鶴

政孝が本物をつくるという確固たる意志をふるさとの人たちにも伝えていて、これか

らドラマがどうなっていくのか楽しみだ。私たちが忘れていた日本人の考え方や習慣

を、エリーが一つずつ理解して納得し、そのことをマッサンにぶつけている姿に毎朝、

励まされている。ドラマを見るのがとても楽しみだ。 

 

○  朝の連続テレビ小説「マッサン」を毎日のように見ている。最近の朝ドラは非常に

いい作品が続いている。後期のドラマは大阪で制作をしているためか、以前は上期の

作品とガラッと変わることがあり違和感があったが、最近は一つ筋を通していて、家

族や人間の情愛などを丁寧に制作していると感じている。今回は国際結婚とウイス

キーの開発の物語で、エリーもマッサンもとても素敵で、周りの脇役もそろっていて、

とても楽しめるドラマだと思う。 

 

○  朝の連続テレビ小説「マッサン」は、エリーが行動も表情も嫌味がなく、かわいい

キャラクターになっていると思う。また、登場人物の名前が、「竹鶴」を「亀山」に、

サントリーの「鳥居」を「鴨居」にしているのが非常に分かりやすい。マッサンが困

難に出合うと、スコットランドでウイスキーづくりの夢を語るシーンが出てくるが、

随分繰り返し出ている印象がある。あまり使い過ぎないほうがいいと思う。 

 

○  朝の連続テレビ小説「マッサン」は、エリーがかわいくていい。スコットランドの

シーンが日本語の吹き替えになるのは、しようがないと思うが違和感がある。 
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○  朝の連続テレビ小説「マッサン」は、仙台に蒸留所があるニッカウヰスキーの創業

者、竹鶴政孝にスポットが当たり、とても嬉しく思っている。竹鶴氏が書いた本があ

るので、その本と見比べて見ている。ドラマとしておもしろくするため、史実とは違

うところもあるだろうが、その違いも含め、楽しみに見ていきたいと思う。 

 

○  「妄想ニホン料理」は、スタジオにいる出演者はほとんど何の仕事もしていないが、

それがまたゆるさを表していて楽しいと思う。 

 

○  たまたま目に入った「びじゅチューン！」という５分の番組は、井上涼さんが作詞・

作曲しアニメーションも作っている。世界の名画をこれまでとは全く違う視点で描い

ていて、「ムンクの叫び」は、ムンクが「ワー」ではなく「ヲー」と叫んでいるとか、

「われわれはどこから来たのか われわれは何者か われわれはどこへ行くのか」は、

ゴーギャンが実はレーサーだとか、「鳥獣人物戯画」は、ジムで女性が一生懸命運動

して美しい肉体を目指しているとか、ここまで考えるのかと、とてもおもしろい。５

分間で２回同じメロディーが流れるのだが、頭の中に曲が残り、口ずさんでしまうく

らいだ。ネットでも見られるので、全部チェックしようと思っている。 

 

○  御嶽山の噴火の災害報道は、ＮＨＫは映像も取材もすごかった。特に、伊藤保男さん

のサンドイッチの話、手つかずのままリュックサックに遺されていたという話はさま

ざまな報道の中で出色だった。こういったときにご遺族を説得し、映像を撮って話を

聞ける取材力はすばらしいと思った。 

 

○  今回の御嶽山の噴火に関連して、９月２１日(日)のＮＨＫスペシャル巨大災害 Ｍ

ＥＧＡ ＤＩＳＡＳＴＥＲ 地球大変動の衝撃「第４集 火山大噴火 迫りくる地球

規模の異変」で、日本の活火山はいつ噴火してもおかしくないと伝えていたのに、翌

週に御嶽山が噴火した。気象庁が火山性地震を観測したにも関わらず入山規制は出さ

れず、気象庁と行政との責任のなすり合いのようなニュースもあった。私もよく登山

をするが、活火山を持っている県として、栗駒や蔵王など、少しの情報でもあれば出

してもらいたい。紅葉シーズンでもあり、中高年で登山する方も本当に増えているの

で、情報を出していただけると大変ありがたい。 

 

○  以前、津波の避難の呼びかけについて、切迫感を持って伝えるよう見直したという

話があったが、大雨・台風関連でもそういうことが必要ではないかと思っている。毎

回、畑の見回りに行ったお年寄りが亡くなり、釣りをする人やサーフィンをする人が

いる。自己責任とは言いつつも、テレビの呼びかける力として、「不必要な外出は控

えてほしい」というマイルドな言い方ではなく、「畑の見回りには行かないでくださ
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い」、「サーファーは海から上がってください」、「釣りには行かないでください」など、

より個別具体的に避難を呼びかける切迫感のあるアナウンスがあってもいいと思う。

より具体的な呼びかけのほうがいいのではないかと思っている。 

 

○  オンデマンドで「世界入りにくい居酒屋」を何本か続けて見た。おもしろい構成で、

案内役がテレビに映らずラジオ収録のようなスタジオでコメントしているのもおも

しろい。スタジオの様子が写真で出てくるが、篠田麻里子さん、椿鬼奴さん、大久保

佳代子さん、いとうあさこさんなど、お笑い系の女性タレントが毎回２人出演し、一

緒に映像を見ながら掛け合いで進行するのがとてもおもしろい。 

 

○  「岩合光昭の世界ネコ歩き」がＮＨＫのフェイスブックで紹介されていた。この番

組に「いいね！」がどのくらいつくのか、どれだけの人たちがフェイスブックで番組

とつながりを持つのか、数字ですぐに分かるので今後の展開が楽しみだ。これからの

ツールとしてフェイスブックにいろいろなコンテンツが出てくるだろうと思って見

ている。 

 

（ＮＨＫ側） 

長時間にわたりありがとうございました。やはり番組は取材が全てであ

ると思った。ご指摘いただいたＮＨＫのよさをこれからもしっかり伸ばし

ていきたい。また、台風の避難の伝え方についてのご意見もいただいた。

変えられる点は、明日から早速変えていこうと思う。 

来年４月から仙台市博物館で「国宝 奈良・薬師寺展」が開催され、国

宝の「吉祥天女像」が東北で初めて公開になる。その「吉祥天女」を１０

月１９日(日)に「びじゅチューン！」で放送するので、ぜひご覧いただき

たい。 

また、来週の「あさイチ」、２０日(月)から２３日(木)に宮城県をいろい

ろ紹介する。２３日(木)は、「マッサン」が作った宮城峡のウイスキ－蒸

留所を紹介するので、見ていただきたいと思う。 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６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、１８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、平成２７年度の番組改定について意見交換を行い、続いて、視

聴番組の東北Ｚ「それぞれの七夕 ～岩手 陸前高田 復興の進む町で～」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、１０月の番組編成について説明の後、放送番組モニター報告と視聴者意

向報告が行われ、会議を終了した。 

 

 

（ 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) 出羽庄内地域デザイン 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  （(一社)岩手県芸術文化協会理事） 

向田 吉広  （東北電力（株） 常務取締役） 

 

 

（主な発言） 

 

＜平成２７年度の番組改定について＞ 

 

○ かつてはＢＳ２とハイビジョンがあったので、知的エンターテインメント番組が充

実していたと感じる。ＢＳプレミアムは、ＮＨＫらしい、こうした番組を充実させて

もらいたい。以前は、例えば秋の京都のように、旬の自然、季節を取り上げた、２、

３時間の生放送番組があったと思う。ぜひこのようなＮＨＫらしい番組を、もう一度

考えてほしい。音楽番組についても、ラジオだけでなく、ＢＳプレミアムの中で、シ

ニア世代、団塊の世代向けのポップスを取り上げていただきたい。 
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○ 英語がこれから子どもたちに欠かせない分野になってくる。小学校入学前の幼児向

けの番組はＥテレにあるが、比較的英語に理解のある、小学校３年生から６年生の子

ども向けの英語番組を放送してほしい。ＮＨＫはラジオでも英会話の番組を放送して

いるが、ラジオに子どもたちが耳を傾けるのは難しい。母親たちは、塾に加え英会話

教室にも行かせており、経済的負担がかかっている。やはりＥテレで、比較的高学年

向けで、もう少しなじみやすい英語番組があるといいと、母親たちから言われること

が多い。 

 

○ 行方不明の認知症の人たちがどんどん見つかるきっかけになったのは、ＮＨＫの番

組やニュースが始まりだと感じている。大阪府警が認知症保護者の台帳を閲覧できる

ようにしたといった、情報開示のきっかけにもなったと思うので、そういった放送を

継続してやってほしい。 

 

○ 最近、大河ドラマを見るのがきつくなってきたと感じている。日曜の夜８時から  

４５分間という時間帯は、サッカーの日本代表の試合など、スポーツのイベントがバッ

ティングするケースが多い。大河ドラマの設定自体が、人物の相関関係が頭に入って

いないとついていけないために、見逃すと途端に見る気が失せるのかもしれない。  

また、歴史上メジャーな登場人物が、出尽くした苦しさというのもあると思う。もう

少し昭和の前半、近代史ぐらいまで範囲を広げると親しみやすくなると感じている。 

 

○ ２０２０年東京オリンピックを目指しているアスリートを、日本だけでなく世界 

を含めて、今のうちから追い、放送してほしい。 

 

○ 震災関連の番組は、きめ細かく、まだ続いているというところを全国放送してほし

い。 

 

 

＜東北Ｚ「それぞれの七夕 ～岩手 陸前高田 復興の進む町で～」 

（総合 ９月５日(金)）について＞ 

 

○ 番組の最後に菅野秀一郎さんが言っていた、「目の前の事をしっかりやっていくし

かない。お祭りにしても、まちづくりにしても、出来ること、続けられることを続け

られるだけやるということ。それが震災前から生きてきた人間、震災で亡くなった人

たちの思いをつなげていくことじゃないか」という言葉が非常に身に染みた。 

それぞれが選択をする中で、番組に登場した３人のほかにも、さまざまな課題を持っ
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ている人がいるのではないかと感じた。 

菅野秀一郎さんは、震災時に消防団として遺体の身元確認に当たったという紹介が

あったが、そういうつらい思いが、今、何としても地域に残って活動していこうとい

う選択につながっていることがよく分かった。 

 

○ 冒頭、大型のベルトコンベヤーが土砂を運んでいる映像にぐっとひきつけられ、見

ようという気になった。その工事現場を背景にした七夕の映像が非常に印象的だった。

菅野秀一郎さんが山車に記した「二度と歩めぬコノ通りに感謝」という言葉も印象的

だった。 

東日本大震災のあった平成２３年の１２月に、まちづくりの案ができ、今年になっ

て着工。それまで一軒一軒承諾をもらうために時間がかかったという。復興に時間が

かかるのは、行政が悪いだけでなく、住民の決めかねる気持ちや葛藤、そういったも

のもあることがよく分かった。このことは、全国放送したほうがいいと感じた。 

途中で、大手のショッピングセンター開店の紹介があったが、それがまちづくりの

中で何を意味しているのか説明がなく、疑問に思った。 

こうじ屋の井筒さん一家が仮設店舗をつくり、一歩踏み出したのは、ほのぼのとし

てよかったが、商業エリアに入るのか入らないのか説明がなく、気になった。呉服屋

の長男、菅野英俊さんの選択の悩みや不安もきちんと伝えており、非常によかった。

番組の最後の菅野秀一郎さんの言葉、「お祭りにしても町づくりにしても、とにかく出

来ることをやる」「それが思いをつなげていくことじゃないのか」というのは印象的

だった。 

 

○ 平常時には、特に考えず漫然としていたことに対して、異常時には、決断を迫られ

るということを感じた。ふるさと、地域、コミュニティー、代々引き継いできた商売、

そういった今まであまり意識しなかったことを、みんないやおうなしに強く意識させ

られていた。そういったことへの決断を、ギリギリのところに迫られているときの人

の意識、思いが非常によくあらわれた番組だった。  

最後の菅野秀一郎さんの言葉、「目の前のことをしっかりやる」というのは、裏返す

と、できることはそれしかない、ということであり、覚悟や強さも伝わってきた。 

 

○ 大手ショッピングセンター開店の紹介は、突然出てきて、何が言いたかったのか分

からず、違和感があった。 

七夕祭り当日は、日が暮れた後のライトアップも感動的で、七夕祭りの美しさが印

象に残った。 

菅野秀一郎さんの言葉がとても切なく、祭りにかける思いが感動的で、震災前の人

のつながりを取り戻したい、という気持ちを強く感じた。菅野秀一郎さんは、「町を出
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ていくのはしょうがない」と言っていたが、自分は残ることにすごく責任を感じてい

ると思った。一方で出ていった人もたくさんいて、戻りたいけれども戻れない人がこ

の番組を見たら、どう感じるだろうと思った。 

 

○ 震災当時から取材を続けてきたスタッフがいて、この番組ができたのだと思う。震

災関連の番組は、現場に寄り添って、気持ちをよくくみ取って見なければいけないと

思って視聴している。全国で放送して、どれだけ寄り添ってもらえるのかと言われる

と、難しいのかもしれない。けれども、そこを大切にできるのがＮＨＫだと思ってい

る。被災地に寄り添う番組を絶やさず、伝え続けなければならないという気持ちが強

くある。 

震災は時間の早送りだと思っている。大町地区が、震災前、にぎわっていたのかと

いうと、そうではないと思う。大手ショッピングセンターが郊外にでき、そこに人が

集まっているのを見て、かさ上げした３年後、大町に人が戻ってくるのかということ

を考えた。 

多くの人が帰ってこられる七夕祭りがあるのは、地域にとって重要なことだと、強

く感じながら見た。 

 

○ 復興が進んでいない現実は分かっているが、被災地によって進行状況が違う。震災

から３年半の今、陸前高田市の実態を知ることができ、タイミング的にもいい番組だっ 

た。 

震災後に店を再開した人、店の再建を考えている人、新しい事業を考えている人と、

立場の違う３人が登場した。三者三様の対比はとても分かりやすかった。 

菓子屋を再生した菅野秀一郎さんは、自力でやらなければ何も始まらない、行政に

頼ってもどうにもならない、というある種の諦観があるように思った。  

こうじ屋の井筒さん一家は、商業エリアに店を再建する場合、震災前に所有してい

た土地の３０％分は買い足す必要があるという。地元に残って仕事をしようとする人

たちに、もう少し寄り添った行政のあり方はないのかと感じた。震災後のまちづくり

を考えたとき、一番大事なことは、いかに人を定住させるか、定着させるかというこ

とだと思う。町に残る意思のある人たちに手を差し伸べられない、そういう現状があ

ることは非常に問題だ。このことは、もっとクローズアップしていくべきだ。行政や

復興事業のあり方に対峙している人もいると思う。そういう人たちも取材対象に入れ

ていたら、よりメッセージ性の強い番組になったと思う。 

 

○ 市の復興計画について、高台のエリア、かさ上げして造成する商業エリアなどを地

図で説明していたが、実際の映像や写真を使って、もっと分かりやすく伝えてほしかっ

た。 
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商店街が衰退していく中、大手ショッピングセンターができたことで、商店街の絆

がまた失われていくんだなと実感した。 

こうじ屋の井筒さん一家の土地が３０パーセント減るというくだりは、行政側の話

をもう少し交えたほうが、分かりやすくなったと思う。 

菅野秀一郎さんが書いた「二度と歩めぬコノ通りに感謝」という言葉は非常に印象

的だった。復興計画の中で、この通りはなくなり、次からは二度と通らないわけで、

菅野秀一郎さんの言葉で、祭りも一層、印象深いものになったと思った。 

ただ、全体的に番組が淡々と進行しており、もう少しパンチというか強弱が欲しかっ

た。 

 

○ 陸前高田市は少子高齢化だったところに震災が起き、人口が激減、さらに町を出て

いく人が後を絶たず、将来は全く見えない。菅野秀一郎さんはじめ、残ると決めた人

もいるが、そういう人たちの将来が見えないわけだ。そこで暮らしたいという人たち

のモチベーションを切らさない、やる気をどう支援するのかという行政の取り組みや、

行政側のコメントが欲しかった。また、津波の浸水域で、かつては人住んでいたが、

かさ上げされない土地はどうなるのか、どう活用されるのか説明が欲しかった。 

 

○ 「それぞれの七夕」というタイトルは番組に登場した３人の方を称しているのだと

思うが、登場した３人は、いずれも町にとどまる意思を持っていた。陸前高田市を離

れた人、現地再建を諦めた人たちの七夕祭りに寄せる思いを取材すると、タイトルに

ある「それぞれの」のバリエーションがもっと広がったのではないかという印象を持っ

た。 

今、復興が進む中で、自分の住んだ町にとどまるのか、移住するのかというぎりぎ

りの選択をし、葛藤を抱えている人がたくさんいる。多くの被災地で、陸前高田市に

焦点を当てたということの理屈づけがもう１つ欲しかった。七夕祭りにフォーカスす

ることでそのカラーを出そうとしたのなら、七夕の祭りの準備など、祭りそのものに

接近するシーンも欲しかった。また、冒頭のベルトコンベヤーのシーンが、いつ撮影

したのか分からなかった。いつから取材に入ったのか分からず、番組途中まで時間経

過が分からなかったために、混乱してしまうところがあった。 

 

○ 壊滅的な被害を受けた町、陸前高田市が復興しようとしている状況をよく表現して

いた。震災ですべてがなくなった場所に、再び町をつくること自体そもそも無理があ

ると思うが、もとの町で暮らしたいという人がいる限りは、復興していくしかない。

井筒和さんは、「かさ上げ地に戻って自宅を再建する。ばかみたいな話に思えてきた」

と話していたが、もともと所有していた土地が減歩されることもあるが、かさ上げを

してもう１回町をつくること自体もばかげた話だととれるようにも感じた。登場した
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３人は、年代的にもバランスがとれていた。副題に「復興の進む町で」とあるので、

出ていった人というよりは、町に残って復興させようとしている人にスポットを当て

たのだと思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

陸前高田市では、大規模な町づくりの復興がようやく今年度になって

着手された。実際に動き出した町づくりの中で、それぞれどういう課題

があるのか、どういう選択をしなければならないのかということが初め

て見えてきたので、番組化し、記録に残すことが大事だと考えた。 

しかし、市役所等の施設をどこにおくか、陸前高田市はまだ決めかね

ており、この先議論を重ね、詰めていかないと見えない状況もある。行

政の動きは、今後もしっかりアプローチし、伝えていかなければならな

いと思っている。一方で、東京オリンピックの開催に向け、資材や人件

費の高騰が始まり、被災地にじわじわと打撃が来ている。東京オリンピッ

クを否定するわけではなく、被災地で起きていることを伝えていくこと

がますます重要になると思っているので、地道に取材を続けていく。 

大手ショッピングセンターの開店については、否定も肯定もできない

現実であり、番組の中では、商店主の皆さんに心情的に肩入れするのは

どうかということで、割愛したため、分かりにくくなったのかもしれな

い。正直に言うと、商店街の方々は、かなりの衝撃を受けていた。２年

先、３年先に商業エリアができたとして、自分たちは対抗できるような

集客力を生み出すことができるのか、しかし、だからこそ、自分たちが

持っている強みは何だろうと考える動きも始まっている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ 「てれまさむね」の気象コーナーが役立っている。昨日は、気象予報士の篠原正キャ

スターが放射冷却について解説していたが、今朝は本当に放射冷却がきつく、寒かっ

た。篠原さんの知恵袋には本当に感謝している。キャラクター・やっぺぇと一緒にこ

れからも頑張ってもらいたい。 

 

○ ９月５日(金)のクローズアップ東北「ふたたび 家族で～原発事故３年半 苦悩す

る“自主避難者”～」は、子どもへの放射能の影響を心配して、母と子で、父親と別

れて自主避難をする家族を取り上げていた。福島から他県に移る、自主避難者が多い

のは知っていたが、それが家庭崩壊につながっているという。「だんなも悪くないし
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自分も悪くないのにぎくしゃくし、離婚を突きつけられた」という発言にびっくりし、

見入ってしまった。平穏な家庭をも、あの原発事故が壊しているという現実を知った。

福島大学特任研究員の開沼博さんが、「価値観を強要することが分断を生む。お互い

に妥協点を見つけなければ家族として成り立たない」と言っていた。非常に現実を

知った番組だった。 

 

○ クローズアップ東北「ふたたび 家族で」は、自主避難者の方々の、子どもの健康

や教育環境をめぐる夫婦間での心のすれ違いを伝えていた。最終的には自主避難者だ

けではなく、いろいろな家族、地域等での考え方など、価値観の違う人との間で、ど

う共感を持って折り合っていくのかという問題につながると感じた。震災だけにとど

まらない、人間共通の問題を含んだ深い番組だった。ぜひ東北だけでなく全国放送で

も流してほしい。 

 

○ ９月１２日(金)の東北Ｚスペシャル「抱腹絶倒！キャイ～ンのいますぐやらなキャ

委～員会」（総合 後 7:30～8:43 東北ﾌﾞﾛｯｸ）は、脱短命というテーマを、バラエティー

的なつくりでおもしろく検証していた。日本一短命な青森県は、開き直っている感が

あり、かたい健康番組は見ない傾向にあると感じている。今回は、バラエティーに仕

立てたことで、かなりの人がおもしろがって見ていた。このような視点を変えた健康

番組というのはとてもよかったと思った。 

 

○ 東北Ｚスペシャル「抱腹絶倒！キャイ～ンのいますぐやらなキャ委～員会」は、民

放とはまた違う、ＮＨＫらしいバラエティーという感じで、おもしろく見た。 

 

○ 東北Ｚスペシャル「抱腹絶倒！キャイ～ンのいますぐやらなキャ委～員会」は、「脱

短命」というテーマでバラエティーというのは微妙だったが、生放送というチャレン

ジ精神はよかった。 

 

○ ９月８日(月)の東北発☆未来塾「１５秒間を生き抜け」は、淡路島の北淡震災記念

公園に保存されている、阪神・淡路大震災を引き起こしたと活断層が映し出され、す

ごいエネルギーだと思った。 

 

○ 実は、夫が「あの日 わたしは～証言記録 東日本大震災～」の取材をうけた。震

災では、私も夫も身内を亡くしているが、今年の夏ごろに夫の妹が、震災から３年半

がたってもいまだに前を向けないという現実に悩み、急にうつ病を発症してしまった。

こうした被災地の事実を全国の皆さんにも分かっていただきたい。まだ本当に、復興

の第一歩しか、第一歩も踏んでいないような状態なのに、東京やほかの地域からは、



8 

「復興、まだやっているの？」と言われがちだ。ぜひ、全国に向けて、「まだまだ復

興しています」「復興これからです」というところを発信してほしい。        

 

○ ８月５日(火)～８日(金)の「目玉焼きの黄身いつつぶす？」（総合 前 0:10～0:35）

は、深夜の「大人アニメ」という感覚で楽しんだ。以前、「大人女子のアニメタイム」

という枠があったが、ＮＨＫならではの大人向けのアニメを、ぜひまた放送してほし

いと思う。 

 

○ ８月８日(金)の「アニメーションは七色の夢を見る 宮崎吾朗と米林宏昌」（総合 

後 10:00～11:13）は、宮崎駿監督の後継者である二人にスポットライトを当てており、

大変興味深く見た。ぜひ今後も二人をフォローしていっていただきたいと感じた。ま

た、８月２５日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「美術監督・種田陽平」も、ジ

ブリ映画「思い出のマーニー」の美術監督の出演だった。「アニメーションは七色の夢

を見る」では監督目線で「思い出のマーニー」が語られ、こちらでは美術監督の視点

から語られた。せっかく関連しているのだから、もう少し近い放送のほうがよいと感

じた。 

 

○ お盆をはさみ、戦争関連の番組をいろいろ視聴した。一番印象に残ったのは、８月

１３日(水)のＮＨＫスペシャル「狂気の戦場ペリリュー～“忘れられた島”の記録～」

（総合 後 10:00～10:49）で、改めて戦争というものの恐ろしさ、不条理な部分を感

じた。戦争は犯罪だというが、人を戦わせること自体が犯罪なのだと思った。ここ数

年、集団的自衛権の問題が議論されているが、我々は戦後生まれで知識も体験もない。

こういった戦争の現場で行われていたことを、赤裸々に報道する番組を見て、判断し

ていくしかないと思う。来年は戦後７０年。こういった番組を、今後もたくさんつくっ

てもらいたい。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「狂気の戦場ペリリュー」は、殺すことを何とも感じない戦争の

狂気を感じた。戦争の理不尽さを訴える意味で、非常に貴重な映像だった。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「狂気の戦場ペリリュー」は、残虐でショッキングな映像、おぞ

ましいコメントもあった。人によっては、相当ショックを受けると思うが、私はこれ

を放送したことに対して敬意を表したい。映像で戦争の実像に迫るという、テレビの

ジャーナリズムの力がよく出た番組だった。この４日後に放送したＮＨＫスペシャル

「いつでも夢を」の中で、作曲家の吉田正が、ペリリュー島に行く直前に盲腸炎にな

り、満州にとどまったという話があった。もし盲腸炎を患わなければ、おそらくあの

島で命を落として、我々は「いつでも夢を」を耳にすることはできなかっただろう。
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ロシアに抑留されたことも紹介され、戦争がアーティストに落とした影を伝えていた。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「狂気の戦場ペリリュー」は、強いインパクトがあった。日本が

玉砕を禁じ、ゲリラ戦で徹底抗戦をしたという内容で、戦争の狂気をよく表していた。

これからも調査によりいろいろなことが解明されると思うので、今後にも期待したい。 

 

○ ８月１４日(木)のＮＨＫスペシャル「少女たちの戦争～１９７枚の学級絵日誌～」 

（総合 後 10:00～10:49）は、戦争末期の昭和１９年４月から１年間に、小学５年生

の少女たちが描いた絵日誌を取り上げていた。書き始めたころは、静かで穏やかな田

舎の情景だったのが、戦況の悪化とともに非常に殺伐としてくる。そういった様子が

よく分かった。どちらも非常に良い内容だった。一方で、終戦記念日特集というのは

果たしていつまで続くのだろうかと考えた。戦争を知っている世代がほとんど亡く

なっている中で、戦争の一部を切り取ったものを扱うときは、慎重に行わないとミス

リードするおそれもあるのではないかと感じた。 

 

○ ８月１７日(日)のＮＨＫスペシャル「いつでも夢を～作曲家・吉田正の“戦争”～」

で、吉田正にはシベリア抑留の経験があり、望郷の念を歌った曲を作っていたことが

紹介された。「いつでも夢を」は、去年、連続テレビ小説「あまちゃん」の中でも歌わ

れており、非常に前向きな明るい歌と捉えていたが、作曲者に過酷な戦争体験があっ

たことを初めて知った。非常に関心を持って視聴した。 

 

○ ８月２１日(木)昭和の選択「１回 国際連盟脱退 松岡洋右 望まなかった決断（Ｂ

Ｓﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 8:00～8:59）では、世論の恐ろしさを感じた。松岡はもちろん、時の政

府、軍部の判断も国連脱退を回避だったそうだが、どんどん違う方向に行ってしまっ

た。繰り返してはならないことだと思った。 

 

○ 昭和の選択 第１回「国際連盟脱退 松岡洋右 望まなかった決断」は、戦争の裏面

史に迫る番組だった。松岡は、むしろ連盟にとどまりたいと思っていたということは、

知らなかった。東京大学文学部教授の加藤陽子さんのコメントが番組に厚みを出して

おり、非常によかった。ただ、加藤さんがいいことを言えば言うほど、評論家のコメン

トが勉強不足に見えた。この番組にはふさわしくない人選だったと思った。 

 

○ ８月２３日(土)のＥＴＶ特集「原発事故 国家はどう補償したのか～チェルノブイ

リ法 ２３年の軌跡～」は、とても良い内容だった。 

 

○ ８月２４日(日)、３１日(日)のモンティ・パイソン 復活ライブ！「前編」、「後編」

http://site.garapon.tv/social_gtvid_view?gtvid=1SJP7EE01411314600
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（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 11:00～11:59）を、放送してもらい、感謝している。非常に楽しく

視聴した。ただ、前編と後編の間が、１週間たってしまうのは残念だった。２日連続

で放送してほしかった。 

 

○ ８月２９日(金)のにっぽんの芸能「日本舞踊とオーケストラ夢の共演」は、日本フィ

ルハーモニーと日本舞踊のコラボで、果たしてどうなるだろうかと思いながら見た。

日本舞踊がぎくしゃくしたところもあったが、新たな伝統に向けてという意味で、こ

ういう番組を放送することは、非常にいいと思った。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「巨大災害 ＭＥＧＡ ＤＩＳＡＳＴＥＲ 地球大変動の衝撃」の

シリーズ、８月３０日(土)第１集「異常気象“暴走”する大気と海の大循環」（総合 

後 7:30～8:43）と、３１日(日)第２集「スーパー台風“海の異変”の最悪シナリオ」

は、地球規模の異変というものがとてもよく分かった。なぜ、異常気象が起きている

のか、納得できる検証の仕方をしており、この番組はとても光っていたと思う。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「巨大災害 ＭＥＧＡ ＤＩＳＡＳＴＥＲ 地球大変動の衝撃」の

シリーズは、第３集「巨大地震」、第４集「火山大噴火」と続くので期待している。 

 

○ 「花子とアン」の蓮子の駆け落ちシーンを受けての８月３０日(土)ＳＯＮＧＳ「美

輪明宏～美輪明宏が誘う“花子とアン”の世界～」は、素晴らしかった。 

 

○ 自民党の役員人事があった９月３日(水)の「ニュースウオッチ９」に、谷垣禎一幹

事長が出演した際、大越健介キャスターが、「見ていらっしゃる方も聞きたいと思う

ので、ご本人を前に大変失礼ですが、総裁続投を断念した際の記者会見のＶＴＲを見

てみたいと思います」という言い方をしていた。もっとストレートに聞いてほしい。

政治家に、過剰に礼儀正しく話すのはいただけない感じがする。 

 

○ ９月７日(日)のめざせ！2020 年のオリンピアン「涙と笑顔のユース五輪 ＭＣ松岡

が密着取材」（総合 後 5:15～5:59）の中で、ＭＣの松岡茉優さんが、レースの映像

を見る際に、「スタートはいいと思ったんですが」と、結果が悪かったことを思わせ

るようなコメントをしていた。視聴者としてはゴールするまで映像を見て、結果を知

りたかった。もう少し気をつけてコメントしてもらいたい。 

 

○ ９月１０日(水)の１００分ｄｅ名著「般若心経 第２回 世界は“空”である」は、

災害の多い、悩みの多い現代に合った番組だと思った。 
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○ ＢＳプレミアムで放送している「グレートトラバース～日本百名山一筆書き踏破～」

は、深田久弥の著書「日本百名山」に書かれた百名山を、完全人力で一筆書き踏破す

るという企画に、プロアドベンチャーレーサーの田中陽希さんが挑んでいるが、録画

して永久保存したいほどよい番組だと思っている。また、９月１３日(土)の「もうひ

とつのグレートトラバース「密着！百名山人力踏破の舞台裏」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:30

～10:59）は、田中さんを撮っているスタッフに密着していたが、とてもおもしろく、

本編への興味を倍増させる内容だった。続きも期待している。 

 

○ ９月１３日(土)のＥＴＶ特集「それでも道はできる～福島・南相馬 コメ農家の挑

戦～」（Ｅﾃﾚ 後 11:00～14 日(日) 前 0:14）は、非常に見応えのある番組だった。長

年、有機栽培に取り組んできた農家、杉内清繁さんは、原発事故後も米作りの再開

を目指して、試験的な米づくりに取り組んできた。しかし、2013 年、放射性セシウ

ムの値が上がってしまった。これだけ一生懸命取り組んできたのになぜ上がったの

か、「誰にこの悔しさをぶつければいいのか」と言う。その様子を見ていた母親が「み

じめだ。頑張るのはいいけれど、頑張りきれるのだろうか」と心配する。非常に胸

に突き刺さる重い言葉だった。番組終盤、ＮＨＫのニュースで、去年８月に福島第

一原発で行われたがれきの撤去作業で、放射性物質が飛散をしたおそれがあり、こ

れによって南相馬市の太田地区に影響があったかもしれないことが報道される。こ

のことについて、東電も農水省も、南相馬市には一切知らせていなかったという。

これだけ頑張っている農家がいるのに、その思いを分からない行政がいるのかと、

非常に憤りを感じた。この番組は、総合テレビでも全国放送する価値が十分あると

思った。 

 

○ ＥＴＶ特集「それでも道はできる」は、もっとたくさんの人に見てほしいと思った。 

 

○ 連続テレビ小説「花子とアン」は、いよいよ佳境に入った。９月１５日(月)の放送

では、子ども時代の花が登場し、アンと自分との共通点をおさらいしていて、赤毛の

アンの出版への期待感をうまくつなげていると感じた。また、この日は、「花子とアン」

に続けて、ＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「美輪明宏×中園ミホ」（総合 前 

8:15～9:14）の再放送をしており、つながりのあるよい編成だと思った。また、「あさ

イチ」のプレミアムトークで、９月５日(金)に脚本家の中園ミホさん、９月１２日(金)

にヒロインの吉高由里子さんが出演し、こちらも「花子とアン」づくしで楽しめた。 
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○ 全米オープンテニスの錦織選手の試合放送に伴う急な番組変更があり、９月１５日

(月)深夜に、青春！アリスポ～ＳＰＯＲＴＳ×ＭＡＮＧＡ～「テニスを変えた“王子

様”」（総合 16日(火) 前 1:25～2:08）を放送していた。錦織選手の素晴らしい成績を

受けての放送で、非常にタイムリーでおもしろいと思った。 

 

○ ９月１６日(火)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」の中で、北海道電力の料金値

上げを取り上げていた。消費者団体や主婦の「許せない」という声を紹介していたが、

こうした人たちが「値上げ賛成」と言うはずはない。また、生協の太陽光発電事業を

紹介し、600世帯に電力を供給できる設備を持っていると伝えていたが、当然、夜は

供給できないわけで、昼間の余剰電力を北海道電力に購入してもらっていることには

触れていない。一面的な内容ではないかと感じた。 

 

○ ドラマ１０「聖女」は、思わず見入ってしまった。最終回が楽しみだ。 

 

○ 最近、「植物男子 ベランダー」をとてもおもしろく見ている。植物にまつわるス

トーリーを２つほど組み合わせたドラマで、淡々としているが、くすっと笑ってしま

う。選曲も非常に素敵で、１日の終わりに穏やかな気持ちになれる。 

 

○ ドラマについて、最近、暗い家の中や夜のシーンを、過剰に暗く映しているように

思う。表情が見えないほど画面が暗いので、これは工夫していただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

視聴番組の陸前高田市の「東北Ｚ」もそうだが、仙台放送局も震災

関連の番組をいろいろと取材し、制作している。そのつど、分かりや

すく伝えようと努力はしているが、いろいろなご意見をいただくと、

欠けている点や、改善したほうがいい点が出てくる。それをまた次の

番組に生かしていきたいと思う。陸前高田市についても、この後どう

なるのかということが一番気にかかるところなので、しっかり現場を

見つめ、また訴えていきたいと感じている。 

また、今日は、番組改定について貴重なご意見をいただいた。今後

のＮＨＫの番組に生かしていきたいと考えている。 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６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、１７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、視聴番組の視聴番組の東北Ｚ「被災地１８歳 ～ふるさとと向き合

う若者たち～」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  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） 

藤沢  清美  （(一社)岩手県芸術文化協会理事） 

向田   吉広  （東北電力（株） 常務取締役） 

 

 

（主な発言） 

 

＜東北Ｚ「被災地１８歳 ～ふるさとと向き合う若者たち～」(総合  ７月４日(金)) 

について＞ 

 

○  震災の影響をこれからも受け続け、長く向き合っていく若い世代の視点で震災を捉

えたことで、復興に果たす若者の重要性を再確認できた。若者には復興に関わっても

らいたいと改めて感じることができた。彼らは自然体で気負いなく復興活動に携わっ

ていて、長く続けるためには重要なことだと思った。番組の冒頭で、「被災地で育っ

た１８歳、区切りを迎えた今、何を思い、どこへ向かおうとしているのか」というナ

レーションがあったが、自然体な若者を相手に、取材する側が特別なメッセージを求

めようと少し気負っていたと感じた。若者のメッセージとともに音楽を流していたが、

若者の声が聞き取りにくかった。 



2 

 

○  音楽に乗せて、若者のメッセージを紹介していたのがとても斬新な作りで面白かっ

た。一人一人の全く違う気持ちがよく伝わってきた。若者の復興への取り組みに期待

している。今後も継続的に震災関連の番組に取り組んでいってもらいたい。 

 

○  「もうあんな思いは誰にも味わってほしくない」という田畑祐梨さんの気持ちが、

彼女を行動に駆り立てていることがよく分かった。防災や復興のために活動をする同

世代を取材し、「私もきらきらしたい」と言っていたが、見た人に希望を与え、そう

なりたいと思わせるよい言葉だと思った。木幡真人さんがクラウドファンディングと

いうやり方で、高校生未来会議のための旅費を工面したことはすごい実績だと思う。

そこで得た成功体験が、東北を支援する若者への応援につながり、復興に向けた活動

が発展していく過程がよく見えた。木村元哉さんは地元ににぎやかさを取り戻したい

と思い、夏祭り実行委員会で活躍していて、非常に頼もしいと感じた。 

 

○  最初に見た時にはなぜ高校時代によく聞いていた曲を紹介していたのかよく分か

らず、全体的な流れの中でやや散漫になるような気がしたが、もう１度番組を見たら

少し理解できた。震災の話なので少し下向き加減なところもあるが、被災地で育ちな

がら他のところに出て行って、そこでめげずに色々取り組もうとする若者の姿を、総

じて非常に前向きで明るく描いている中での音楽は、若者の心情をよく表していたと

思う。何か無理して大きいものをつくるのではなくて自然とできることを応援してい

きたいという田畑祐梨さんの考えを知り、若い人の感性は素晴らしいと思った。都会

にも被災地の生の声を伝えたいという木幡真人さんの意気込みが伝わってきたが、ク

ラウドファンディングでお金集めをすることに対する危うさも感じた。「生まれ育っ

た、ただそれだけではなくて、思い出も時間も全部詰まった、それがふるさととして

言える広野」という木村元哉さんの言葉は印象的だった。祭りの実行委員会のために

３時間かけて広野町に通っていて、ふるさとへの思いを感じた。最後のナレーション

の通り、被災地で育った１８歳が地元を離れた今もふるさとを背負い向き合い続けて

いると思った。 

 

○  最初見た時は一番伝えたいことが何なのかよく分からず、繰り返し番組を見た。出

身地も被災状況も震災後の活動も違う三者三様の大学生を取り上げていた点は、非常

にバランスが良かったと思う。田畑祐梨さんと木幡真人さんがネットを介して人との

つながりを作っているのに対して、木村元哉さんはリアルな人のつながりと言え、タ

イプが違う活動を知ることができとても面白かった。この世代が直接復興に大きく寄

与するというのはまだまだ難しいと思うが、若者の活動を受けて地元の人たちや自治

体がどのように触発されているのか知りたかった。間に曲が挿入されていたが、意図
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がよく分からなかったので、地元や自治体の反応にもう少し時間を充ててもらいた

かった。出演していた３人は行動力もありスマートな１８歳だと思うが、同世代の社

会人などを紹介しても面白かったと思う。 

 

○  震災直後に高校生になり、貴重な高校生活３年間を復興とともに歩み続けることに

なってしまった出演者３人のことを考えると、つい感情的になってしまった。歌の挿

入は、同世代の若者に見てもらうために効果的でよかったと思う。「大きな被害を受

けた地区の出身だが、ほとんど被害を受けていないので自分が震災のことを言っても

説得力がない」という石澤佳奈子さんのメッセージには同感だった。３人はとてもア

クティブに活動をしているが、そもそも生活の一部としてやらざるを得ない状況なの

だと思う。対外的にアクティブに活動している３人だから取り上げる面白みがあった

が、別の子についてもどのような考えを持っているのか知りたいと思った。 

 

○  震災を契機にした被災地の若者たちの意識の変化を、番組を通して伝えたいのだと

思った。冷めた見方をすると、震災がなかったら若者たちはどのような生活を送って

いたのだろうか。今の若い人たちはソーシャルネットワークサービスを中心に人との

交流を図っているが、意識の高い３人の若者は人としっかり対話し、汗を流して自ら

行動していることに感心した。木幡真人さんが学生団体の勉強会で自らの経験を教え、

同世代と同じ価値観を高めていっていることに感激した。若者がつながっていくこと

で、とてもいい形で地域が発展していくのではないかと思った。被災地の復興を象徴

するような映像とともに、元気が出る歌詞が多く散りばめられていて、普通の若者は

音楽を通してそれぞれのモチベーションを維持していることがよく分かった。歌詞の

メッセージはとてもよく伝わってきたが、１つの番組に色々な要素を詰め込みすぎで

はないだろうか。最初に紹介していた地域振興に真剣に向き合う若者たちこそ、音楽

を付けて紹介した方がよかったと思う。 

 

○  非常に批評しづらい番組だった。１回見ただけではすんなり理解できなかったので

２度見て考えた。全体的にバランスは取れていたが、ディレクターの意図を徹底的に

隠した番組だと思った。カラーの違う３人の登場人物を、音楽を挟みながら紹介して

いるので、よくも悪くも山場がなかった。見せ場をあえて避け、徹底的に材料を提示

することで何かを感じ取ってもらいたいという印象を受けた。登場人物はバランスが

取れていたが、１人ぐらいは生活責任を持っている社会人を入れてもらいたかった。

Ｊ－ＰＯＰに詳しくないので、音楽を入れたことで番組がよくなったのか悪くなった

のかよく分からないが、音楽とともに紹介した若者のメッセージは、心に残らなかっ

た。もう少し人数を絞り、目的を明確にした方がよいと思う。材料提供の番組にして

は少しセリフが多かったと感じた。インタビューや音楽と一緒に紹介するメッセージ
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も全て語りだった。少し語りを抑えていれば、番組に入っていけたと思う。取材対象

を１８歳に絞って、被災との関係を見るという手法は十分有効だと思う。同じ手法で

下の世代を見るとまた違うだろうし、この手法は今後も続けていってもらいたい。 

 

○  震災後に１６歳から１８歳の一番多感な難しい３年間を過ごした年代ということ

で、難しい取材だったことが想像できた。将来への希望と漠たる不安をあわせ持った

アップダウンの激しい時期に大震災に遭った人に、思いを語ってもらうのは難しかっ

たと思う。震災を乗り越えてすばらしい活動をしている人たちを取り上げていたので、

元気づけられる番組だった。ただ、そうでない人も番組で取り上げると一層よかった

と思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  震災後の３年間、取材を通して被災地を見続けている中で、

多感な時期に震災に遭った世代がこれからどうやって生きてい

くのか非常に興味を持った。被災地の若者たちは大変苦労して

いるが前向きで、その姿を伝えれば地域の大人は元気づけられ

るのではないかと考えた。ラジオをイメージして、３人のドキュ

メントの間に音楽を挟んで紹介した。震災当時ラジオから聞こ

えてきた声や音楽で勇気づけられたと取材した若者たちが言っ

ていたので、テレビでその手法を取り入れようと思った。取り

上げた３人は、高校時代にさまざまな活動で目立った子だが、

大学生になって取材してみると普通の大学生になっていた。震

災から３年半経って、彼らが試行錯誤していることを見ること

で、震災の風化などの問題点が見えてくるのではないかと思っ

た。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ６月２７日(金)のクローズアップ東北「被災地発 “強い”農業」では、農業を成

長産業と捉える見方がとても力強く感じた。自分たちの働き方をデータ分析して無駄

を省くという工業生産と同じような物作りの考えを実践していて驚いた。震災で何も

かもなくなったので、何かを始めるには最高の環境という前向きな捉え方は、これか

らＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）と対等に渡り合うという気構えを強く感

じた。 

 

○  ７月４日(金)のクローズアップ東北「４００年前からの警鐘～慶長の津波・研究最
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前線～」では、これから災害対策を考える上で、古文書などの過去の記録を丁寧に読

み込んで対策を考えることが非常に大事だということがよく分かった。古い資料にも

丁寧に光を当てて分析する必要があるということを提示したよい番組だった。 

 

○ クローズアップ東北「４００年前からの警鐘」は、ものすごくインパクトがあり分

かりやすかった。地震学などは、過去の災害のアーカイブを組み合わせて読み解くと

言っていて、とても説得力があった。地震学のこうした考えが、国土計画の中でもっ

と生かされれば、もう少し災害の広がりが防げたと思う。 

 

○ クローズアップ東北「４００年前からの警鐘」を見て、“てんとう念仏”に関する言

い伝えから過去に津波が来たことが分かったのだから、全国の言い伝えを調べて検証

し、後世に継承していくべきだと思った。紹介されていた物理学者寺田寅彦さんの言

うとおり、自然の記録にしっかり目を向け科学で掘り起こせば、今後はよい方向に向

かうと期待している。 

 

○ クローズアップ東北「４００年前からの警鐘」では、人間が科学の力を過信してい

るという教授の話が紹介され、すべてが人災に思えてくるような大きな警鐘を鳴らし

た番組だった。しかし、ＮＨＫスペシャル「集団的自衛権 行使容認は何をもたらす

のか」を見る限り、人は学ばないということをすごく感じた。だから、過去を学ばな

い人の脳の仕組みを知りたいと思った。 

 

○  ７月４日(金)の福島スペシャル「廃炉への道～福島・チェルノブイリ 葛藤と決断

の歳月」（総合 後 8:00～8:45 福島県域）では、２８年間でチェルノブイリの村が  

２００以上無くなり、延々と続くような果てしない場所にお墓が立っていて衝撃的

だった。原子力発電所の事故のせいで時間の感覚が変わってしまったというコメント

が印象的で、そもそも誰のための復興なのかということを改めて考えさせられた。 

 

○  ６月２２日(日)のＮＨＫスペシャル「民族共存へのキックオフ～“オシムの国”の

Ｗ杯～」は、２０年ぐらい前にユーゴ内戦のニュースをリアルタイムで見ていたので、

あの時代に生まれ育った選手が民族の対立を超えてワールドカップに出ているとい

うことが非常に感慨深かった。ヨーロッパの人にとってサッカーは楽しいスポーツだ

と思っていたが、特別なもので本当に人生を懸けたものだということが分かった。オ

シムさんの言葉は一つ一つ含蓄があり、心が動かされた。日本が勝つためには何か特

別なものを乗り越えなければならないと思った。 

 

○ ６月２７日(金)の「ニュースウオッチ９」では、集団的自衛権について説明するフ
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リップに、邪悪な人間の絵を第三国として描いていた。排外主義をあおるような予断

に満ちた表現は避けるべきだと思う。 

 

○ ６月２８日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ故宮 第１回「流転の至宝」（総合 後

7:30～8:28）と、６月２９日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ故宮 第２回「皇帝

の宝 美の魔力」を、５月１１日(日)の日曜美術館「明治の工芸 知られざる超絶技

巧」と対比するイメージで見た。故宮の財宝に生涯をささげた人の話や、政治に利用

された歴史が紹介され、非常に中身の濃い内容だった。 

 

○  ６月２８日(土)の「クラゲという“神様”に出会った～世界一のクラゲ水族館～」

（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 8:00～8:59）は、非常に緻密で丁寧な取材により番組が構成されて

いた。こうした地方の小さいことではあるが、きらりと輝いているものは、東北にも

まだまだあるので取り上げていってもらいたい。館長や副館長の人間味が伝わってき

て、心温まる番組だった。 

 

○  ６月２８日(土)のまるごと知りたい！ＡｔｏＺ「ここまでスゴイ！ 驚きのロボッ

ト大集合」を見て、ロボットは原発事故対応で喫緊に求められている技術だから、今

後も掘り下げていってもらいたいと思った。 

 

○ ６月２９日(日)の「ＮＨＫニュース７」では、大阪の火事のニュースで亡くなった

子どもの評判などを伝えていたが、火事の原因が分かっていないにも関わらず、その

子の人となりをどこまで伝える必要があるのか疑問に思った。 

 

○ ７月３日(木)のクローズアップ現代「集団的自衛権 菅官房長官に問う」では、国

谷裕子キャスターが菅官房長官に厳しく質問していた。番記者制度などのしがらみか

ら比較的自由な国谷裕子キャスターのような人はよい質問をすると感じた。政府に丁

寧な説明を求めるために、それを引き出す質問、つまり国民の疑問に即応したような

厳しい目で質問をすることがジャーナリズムの役割だと思う。 

 

○ ７月６日 (日 )の民謡魂 ふるさとの唄「福島県相馬市」（総合 後3:05～3:49） 

は、民謡・郷土芸能の本質を突いていて、非常によい番組だった。避難を余儀なくさ

れている人が神楽を演じていたので、いつ帰れるか分からないと思うと複雑な気持ち

になったが、愉快にしている姿はとても前向きに感じられよかった。 

 

○ ７月６日(日)のＮＨＫスペシャル「ストーカー 殺意の深層～悲劇を防ぐために～」

では、ストーカー本人の視点から描いているところに迫力があった。自分でもコント
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ロールできない状態になるとストーカー本人がコメントしていたが、極めて自己中心

的であり、人間の恐ろしさが表れていた。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「ストーカー 殺意の深層」は、ポイントが３つあった。１つ目

は加害者に焦点を当てたこと。２つ目は警察力が解決どころか、かえって悪化させて

しまうジレンマ。３つ目は幼児体験に遠因があるという極めて重要な指摘。外国の事

例についてもしっかり取材していて、とてもよくできた番組だった。ＮＰＯヒューマ

ニティ理事長の小早川明子さんが、ストーカーの気持ちを１人で背負っていたので心

配になった。番組を見ていて、非常に切迫感があった。 

 

○ ７月７日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「地域の絆で、“無縁”を包む コ

ミュニティソーシャルワーカー・勝部麗子」（総合 後10:00～10:47.30）では、ドラマ

１０「サイレント・プア」の主人公のモデルになった勝部麗子さんが取り上げられて

いたが、ドラマを放送している間に特集した方が面白かったと思う。勝部さんは、制

度の狭間にいる人々のために仕事をしていて、道なき道を切り開いていることがよく

分かった。 

 

○  ７月１２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 知の

巨人たち 第２回「ひとびとの哲学を見つめて～鶴見俊輔と“思想の科学”」（Ｅテレ  

後 11:00～13 日(日)前 0:29.30）では、花岡事件の記録に尽力した作家・野添憲治さん

の話を聞くことができたので、とても勉強になった。鶴見俊輔さんが最後に言ってい

た「真理は間違いから逆算される。間違いの記憶をぎゅうっと持ってることが必要

なんだ」という言葉を、今こそかみしめるべきだと思った。集団的自衛権の問題と重

ね合わせて見た人が多いのでないかと思った。 

 

○ ７月１３日(日)の「２０１４ＦＩＦＡワールドカップ デイリーハイライト」（総合 

後1:05～1:50）では、その日までの１７０ゴールを全部見せていたが、どの国の選手

がゴールを決めたのかよく分からなかったので、国旗の下に国名を書いてもらいた

かった。対戦相手国も知りたかった。 

 

○  ７月１３日(日)のＮＨＫスペシャル「集団的自衛権 行使容認は何をもたらすのか」

は、非常にタイムリーな企画だった。海外の事例や富澤暉元陸上幕僚長と野党の見解

を一律に羅列して示すのではなく、もう少し集団的自衛権が持っているリスクや問題

点を深く掘り下げてもらいたかったが、当初懸念したよりは客観的に問題提起できて

いたと思う。国民の中でも意見が分かれる難しい問題であるからこそ、客観的にリス

クや問題点を視聴者に投げかける報道がこれから大事になると思う。 
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○  ７月１５日(火)の地方発 ドキュメンタリー「兄はスパイじゃない～北大生の妹 

７３年の苦闘～」は、特定秘密保護法案とオーバーラップしながら見た。極めて濃密

なよい番組だった。 

 

○ ワールドカップ関係の番組が非常に丁寧な作りだった。中継も冷静な雰囲気で、

非常に解説が分かりやすかった。 

 

○ 集団的自衛権のテーマは、特集番組で引き続き客観的に伝えてもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  視聴番組についてさまざまな意見を頂いたが、９月の震災テ

レソンの時にも若者を取り上げるので、番組の狙いが１回見た

だけですんなり分かるようにしていきたい。クローズアップ東

北「４００年前からの警鐘」のように、今しっかり分析するこ

とで明らかになることがまだまだ埋もれていると思うので、一

つ一つ発掘して伝えていきたい。 

 

 

 

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、１９日(木）、ＮＨＫ仙台放送局において

５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「“指定廃棄物”をどう処分するか 

～原発事故 負の遺産のゆくえ～」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  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  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  （(一社)岩手県芸術文化協会理事） 

 

(主な発言) 

 

＜クローズアップ東北「“指定廃棄物”をどう処分するか 

～原発事故 負の遺産のゆくえ～」(総合 ５月１６日(金))について＞ 

 

○ ３人の大学教授が、それぞれの立場ですばらしい意見を述べており、このような 

専門家を巻き込んで政策を進めていくべきだと思った。ただし、清水修二福島大学 

教授の「原発を消極的にでも受けいれてきた経緯がある」という発言には違和感を 

覚えた。原子力発電所は、二酸化炭素が排出されず燃料の再使用が可能な夢のエネ 

ルギーと言われていたので、国民は安心して受容したと思う。初めから高レベルの 

放射性廃棄物が出ることは分かっていたはずなのに処分方法を明らかにしないエネ 

ルギー政策は間違っていたと思う。今になって国民に、皆当事者で責任があると言 

われても、その考えを受け入れることはできない。すべての人が日本の原子力政策 

の歴史を理解しているわけではないので、番組の前段部分で少しでも説明してもら 

いたかった。これから指定廃棄物をどのように処分するか議論を進めていくために 

も、最終処分場の受け入れ反対と考える住民の声だけでなく、前向きに受け入れる 

べきと考える住民の声も取り上げてよかったのではないだろうか、宮城県の担当者 

の声が無かったので、その点も伝えてもらいたかった。平成２４年１０月の市町村 

長会議で、宮城県内に最終処分場を建設することは合意しているので、福島大学の
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清水教授の言うとおり、県内で話し合って決まらなかった時は国の方針に従うべき

だと思った。「地方自治の能力が問われている」という発言は、その通りだと思った。 

 

○ 最終処分場の建設計画の進捗について今まではあまり知らなかったが、今回番組 

を見て、とても深刻で簡単には解決できない問題であることがよく分かった。番組 

の中で今後の方向性までを示すことは時間の制約があり難しかったが、これからの 

議論を喚起する内容になっていた。最終処分場の建設場所に関して、宮城県では議 

論が行われていることがよく分かったので、宮城県と同様に多くの指定廃棄物があ 

る福島県・岩手県や、電力の消費地である東京都ではそれぞれどのような議論をし 

ているのか知りたいと思った。最終処分場の問題は、アメリカ軍基地の問題と同じ 

で、誰しもリスクを負いたくないので、解決するのが難しいと思う。今、沖縄県に 

アメリカ軍基地がいっぱいあるからといって、沖縄県に基地を押しつけたままでは 

よくないと思うように、放射性物質がいちばん多い福島県で一括して処理するとい 

う考えはよくないと思う。３人の大学教授に意見を聞いていたが、宮城県の市町村 

が徹底的に議論を重ね自分たちで建設地を決めることが重要だという意見がいちば 

んしっくりきた。指定廃棄物の責任をどこが負うのか議論を尽くしたうえで決めて 

もらいたい。 

 

○ 早急な対応が迫られている問題だが、すぐには答えが出せないという現状をしっ 

かり伝えていた。解決策がはっきりと示せない問題だが、解決への道筋を３人の大 

学教授の話を通して僅かながらも提示できていたのでとてもよかった。最終処分場 

の３つの候補地の住民の気持ちがしっかり伝わってくる番組で、地域住民に寄り添 

おうとする報道姿勢が感じ取れた。最終処分場に対する宮城県の見解が知りたかっ 

た。時間がかかりすぐには大きな進展が見られない問題かもしれないが地道に伝え 

ていってもらいたい。 

 

○ 指定廃棄物の現状から最終処分場候補地の問題点まで、２５分という短い時間で 

しっかり描いていた。原子力発電所や被災地の事情がよく分かっている３人の大学 

教授から建設計画に対する見解を聞き、全員が向き合うべき問題だと締めくくる番 

組構成は、オーソドックスで分かりやすかった反面、番組の山場がどこにあるのか 

分からなかった。指定廃棄物の最終処分場の問題は、解のないテーマであり、究極 

の「“Not In My Back Yard”ＮＩＭＢＹ（ニンビー）」だと思う。解がないから、大 

学教授から見解を聞いて並列的に道筋を示すことで一定の役割を果たせるが、本当 

にそれだけでよいのかと疑問に思う。極めてデリケートな問題であり、いずれは報 

道する側の考えを何らかの形で示さないといけない局面が来るのではと思った。番 

組を放送した５月と今の状況を比較すると最終処分場の候補地に挙がっている宮城 
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県栗原市・加美町・大和町の立場には大きな変化が見られる。放送するタイミング 

が時期尚早ではなかっただろうか。指定廃棄物の最終処分場問題の入門編と位置づ 

けて考えれば、よくできた丁寧なつくりの番組だと思う。今後、さらに掘り下げる 

時には、もう少し突っ込んだ番組にしてもらいたい。 

 

○ 指定廃棄物の説明から現状まで描いていて、バランスの取れたとても分かりやす 

い番組になっていた。難しい問題だと認識していたが、ひと事ではなく当事者とし 

て考えるべきだという意見はとても耳が痛いものだった。放射性廃棄物は各自治体 

で処分すると閣議決定されているが、現状を前向きに捉えて環境を取り戻すことが 

復興につながるという３人の大学教授の共通の考えに立ち戻り、もう一度候補地の 

住民の思いをくんで議論をしてみる必要があると思う。専門家も含めた議論を番組 

として放送していってもらいたい。 

 

○ 事故発生地である福島に対して、責任の所在を押しつけようとする人間の心理が 

見え隠れしていることを考えると、指定廃棄物を各自治体で処分すべきという閣議 

決定に従い、期限を決めたうえで協議すべきだという清水修二福島大学教授の考え 

に共感を覚えた。３人の大学教授の異なる意見を紹介していたが、今できる限りの 

安全確保に努め、世界に誇る新たな技術を確立して国民の安全を守る日本の国力を 

世界に示すことがいちばん前向きな解決方法だと思う。今後も、国の動向と技術の 

進歩について伝え続けてもらいたい。 

 

○ 宮城県の人々が、自分たちの所に最終処分場を建設してもらいたくない、指定廃 

棄物は元あった場所（原発周辺地）に戻したい、と考える気持ちはとてもよく分か 

る。しかし、その気持ちはまさに福島県民も抱いていることで、福島県の人々の場 

合は、東京電力に返したいと考えている。宮城県にある指定廃棄物3,271トンでさえ 

も対応に苦労しているのに、福島県には１１万9,052トンもあり、一体どうしたらよ 

いのか分からず、気が遠くなった。５月２９日(木)のクローズアップ現代「原発事 

故の“指定廃棄物” 行き場はどこへ」ではクローズアップ東北の話とともに、そ 

こから一歩進んだ他県の状況も紹介されていて感心したが、結論が出るまで長い道 

のりになると改めて思った。 

 

（ＮＨＫ側）   

        今年１月の市町村会議で指定廃棄物の最終処分場候補地が発表され 

た時に、大変なことになると思い、番組を制作する必要があると考え 

た。今回の番組は、第一報という性格の強いもので、これで何か具体 

的な解決策が出せるようなものではないと認識している。放射性廃棄 
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物の問題は後世まで禍根を残す問題であると考えているので、仙台で 

番組制作に携わる人間として、まずは多くの人にこの問題を知っても 

らいたいと思った。今回頂いた意見を踏まえて、引き続き丁寧に取材 

していきたい。 

                クローズアップ東北「“指定廃棄物”をどう処分するか」で伝え 

        た指定廃棄物の話は、非常に大きい問題でこれからも伝えていかなけ 

ればならないと思っている。最近、その後の状況の変化をニュースで 

伝えているが、クローズアップ東北で１度詳しく伝えているので理解 

しやすいと思う。頂いた意見を参考に、今後も分かりやすく伝えてい 

きたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ５月１６日(金)の東北Ｚ ＴＯＨＯＫＵメンコイらぼ「楽し懐かし おもしろお 

もちゃ」では、おもちゃの伝統に重みを感じた。山形県米沢市のコマは、アイデア 

があり、種類も豊富で見ていて楽しくなった。科学的に考えられたコマもあり、物 

理学を専攻していなければ分からないような構造に感心した。ただ、お調べ隊員に 

は、題材や雰囲気にあわせて言葉を選んでもらいたいと思った。 

 

○ ５月３０日(金)のクローズアップ東北「南相馬 原発１６キロの理髪店」では、 

避難指示解除準備区域にある理髪店に避難先から集まってくる人たちの苦しさや悩 

み、以前の暮らしが失われたことがよく表現された胸に迫る番組だった。 

 

○ ５月１７日(土)のＥＴＶ特集「それぞれのイナサ～風寄せる集落 ９年の記録 

～」（Ｅテレ 後11:00～18日(日)前0:29）では、津波被害の深刻さだけではなく、イ 

ナサを希望の象徴として再生に向かう人間ドラマがしっかり描かれていた。継続し 

て取材することにより深い味わいが出てくると思うので、できるだけ続けてもらい 

たい。 

 

○ ５月３０日(金)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「防潮堤 ４００キロ～命と 

暮らしを守れるか～」（総合 後10:00～10:49）を見た。防潮堤の議論は、安全と景 

観などがトレードオフの関係で行き詰まる問題が多いが、費用対効果という新しい 

視点が議論に一石を投じていた。 

 

○ ６月２日(月)の東北発☆未来塾「コーディネートするチカラ “よそ者”が地域 

を元気にする」では、被災した地域の再生を手助けするコーディネート方法を知る 
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ことができ、とても参考になった。 

 

○ ６月１５日(日)の福島をずっと見ているＴＶスペシャル「東北が僕らの故郷で 

す」（Ｅテレ 前0:00～0:44）では、高橋優さんのＬＩＶＥがすばらしかった。いつ 

にも増して元気をもらえる内容だった。 

 

○ ５月６日(火)から始まったプレミアムよるドラマ「喰（く）う寝るふたり住むふ 

たり」を毎回楽しく見ている。主人公の男女それぞれの視点から同じ出来事を描く 

手法はドラマの形に合っていて見やすい。 

 

○ ５月１８日(日)のＮＨＫスペシャル「流氷“大回転”」では、大自然の映像に迫力 

があり、生命の大爆発の謎が解明されたことでとても興味深い内容になっていた。 

 

○ ６月１日(日)、６月８日(日)のＮＨＫスペシャル ミラクルボディー サッカ 

ー・ＦＩＦＡワールドカップ 第１回「ネイマール “変幻自在”の至宝」と第２ 

回「スペイン代表 世界最強の“天才脳”」では、ネイマール、シャビ、イニエスタ 

の３人の動きや反応をモーションキャプチャーとＭＲＩを駆使して解き明かしてい 

たが、そこまでやるのかと驚いた。豊原謙二郎アナウンサーの語りは、落ち着いて 

いて言葉がよく理解できた。 

 

○ ６月１日(日)のＢＳ１スペシャル「ヤンキー原発 閉鎖～米・バーモント州 ５ 

年の記録～」（ＢＳ１ 後10:00～10:50）では、原子力発電所を閉鎖させた地元住民 

の行動を知り、アメリカの民主主義の力強さに感心した。いかに地元住民が行動を 

起こしていったかということを興味深く見た。 

 

○ ６月２日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀 本田圭佑スペシャル２０１４  

第１回「密着“世界一”への道」（総合 後10:00～11:13）と、６月９日(月)のプロ 

フェッショナル 仕事の流儀 本田圭佑スペシャル２０１４ 第２回「独占インタ 

ビュー エースの覚悟」では、第１回で本田圭佑選手に密着し、様子をしっかり伝 

えていたので、第２回でインタビューを見たとき、彼の考えていることがよく理解 

できた。本田選手の話をよく聞き出していて、本田選手の取材者への信頼を感じた。 

 

○ プロフェッショナル 仕事の流儀 本田圭佑スペシャル２０１４ 第１回「密着 

“世界一”への道」では、213本のシュート練習で極限まで自分を追い込む姿に、本 

田選手の本質が現れていた。本田選手がどのように育って現在に至ったのかも知り 

たかった。 
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○ ６月７日(土)のＮＨＫスペシャル「攻め抜いて勝つ～日本代表“新戦法”への挑 

戦～」（総合 後9:30～10:19）では、ザッケローニ監督の戦法が映像でよく理解でき 

たが、ワールドカップでは戦法通りにはいかず負けてしまったので、理想と現実は 

違うなと思った。 

 

○ ６月９日(月)、６月１６日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「加藤茶 鹿児島県南九州 

市」（前・後編）では、年の割に若く見える加藤茶さんが出演していたが、７１歳と 

いう年齢のせいなのか声に張りが無く心配になった。 

 

○ ６月１４日(土)の週刊 ニュース深読み「どう見つける？誰が守る？“消えた” 

子どもたち」では、小野文惠アナウンサーが知らない人に対して分かりやすく伝え 

ようという姿勢が感じられたが、逆に発言が進行を妨げている部分があった。より 

話題を進め、深読みするような進行を目指してもらいたい。 

 

○ ６月１４日(土)の土曜ドラマ ５５歳からのハローライフ（１）「キャンピングカ 

ー」では、主役のリリー・フランキーさんが、夫婦の雰囲気をしっかり表現してい 

た。夢と現実のはざまで揺れ動く構成がとてもおもしろい。オムニバス形式で毎回 

変わっていく登場人物ひとりひとりがとても個性的で興味が湧いた。 

 

○ 土曜ドラマ ５５歳からのハローライフ（１）「キャンピングカー」は、中高年男 

性の駄目さ加減を表現した映像にはおかしみや哀愁があり、味わいがあった。 

 

○ ６月１７日(火)の「ニュースウオッチ９」では、ＬＩＮＥ詐欺の実態を視聴者に 

注意喚起するため、実際に被害にあったＮＨＫ職員が証言していた。一般の人にも 

被害が出ているので、とても意義があるニュースだと思う。 

 

○ 「にっぽん縦断 こころ旅」では、どこに行っても日本の風景は同じだとつくづ 

く思いながらも、毎回新鮮に感じている。地域の自然や人情、人々の生活が感じ取 

れるのは、誰とでも温かく接する火野正平さんの人柄によるものだと思う。癒やし 

や意外性も感じることができ、よい番組だと思う。 

 

○ 集団的自衛権をめぐる議論について、「日曜討論」やニュースで過不足なく報道し 

ていると思うが、集団的自衛権はどのように行使されて、どのようなリスクやメリ 

ットがあるのかということが分かりにくいので丁寧に伝えてもらいたい。この問題 

でいちばん影響を受けるであろう自衛隊員やその家族がどのように受け止めている 

かなど、切実にこの問題を感じている人たちの意見をしっかり報道してもらいたい。 
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平成２６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、１５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、視聴番組のクローズアップ東北「“遊び場”がボクにくれたもの 

～震災４年目 子どもたちは今～」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。続いて、「平成２５年度東北地方向け地域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  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  （(一社)岩手県芸術文化協会理事） 

向田   吉広  （東北電力（株） 常務取締役） 

 

(主な発言) 

 

＜クローズアップ東北「“遊び場”がボクにくれたもの ～震災４年目 子どもたちは 

今～」(総合 ５月９日(金))について＞ 

 

○ 子どもの変化を観察するために長い時間をかけて綿密に取材していたと思う。東 

日本大震災で祖父を亡くした佐藤光太君を取材していたが、この子どもをよく見つ 

けたと感心した。成長過程で震災が起きてしまい、心が不安定になっている子ども 

は他にもたくさんいると思うが、その代表例としてとても分かりやすかった。夢ハ 

ウスを通じていろいろな遊びを体験するうちに心が変化していく様子がよく分かっ 

た。成長過程の子どもは、自分の成長を感じるために体を使った遊びが重要だと、 

子ども夢ハウスおおつち代表の藤原茂さんが言っていたが、福島には遊びたくても 

遊べない子どもがたくさんいると思うので心配だ。阪神・淡路大震災では、震災の 
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３、４年後に子どものケアが一番必要だったということだが、具体的にどういう症 

状があってどういうケアが必要だったのか知りたかった。最後に塚原泰介キャスタ 

ーが、作業療法士としてのキャリアも長く経験も豊富な藤原さんに「子どもと向き 

合うのは怖くないですか」とストレートな質問をしていて、とても印象に残った。 

 

○ 番組で紹介していたような遊び場は宮城県には見つからないのが現状だ。今回、 

被災地の子どもを心配して、岩手県大槌町の遊び場の事例を紹介してもらい、とて 

も意義のある番組だった。震災後、引きこもりがちだった子どもたちのありのまま 

の姿を紹介していたので、震災による精神的なダメージがよく伝わってきた。子ど 

もたちが藤原さんと接することで徐々に成長していたので安心した。阪神・淡路大 

震災では４年目にさしかかる子どもたちの心の配慮が必要だったと紹介していたが、 

具体的にどのように配慮すべきなのか知りたかった。藤原さんが３０年後を担う子 

どもの心の回復が一番重要だと言っていたが、子どもたち自身がどのように考えて 

いるか知りたかった。子どもの心境の変化や育っていく姿を見たいので、今後も取 

材を続けてもらいたい。 

 

○ 子どもたちが励まし合い、支え合い成長していく過程がよく分かった。また、子 

どもが自由に遊べる環境がなくなってしまっているという、震災後の地域に残され 

た問題が見えてきた。感じたことに対して率直に行動を起こす藤原さんを題材に、 

ひとつのドラマができるのではないかと感じた。夢ハウスは手作り感にあふれてお 

り、その中で子どもたちが仲間意識を身に付けていくところは、昔ながらの雰囲気 

がよく出ていた。メッセージをぶら下げた風船が空に舞うシーンはとても印象的だ 

った。佐藤君の心の成長がメッセージの中によく表れていて、とても感動した。 

 

○ 子どもにとって外で遊べる場が成長するために大切だということがよく分かった。 

子どもの日の週に見てほしい番組だという制作者の思いが伝わってきた。幼い子ど 

もたちに震災による影響が相当あったという事が、佐藤君の表情から伝わってきた。 

佐々木夏君の母親が「ストレスがあるから体を動かしたいのだろう」と言っていた 

が、この時期の子どもにとっては、言葉より体を使って友達と一緒に遊ぶことで、 

ストレスを発散することがとても大切だと思った。スライダーに乗れるようになる 

までの過程で、周りの子どもや親が一生懸命励ましていたことが印象的だった。き 

ちんと励まし合って支えられる社会の存在がとても大切だと思った。今回紹介され 

ているような子どもの成長を支える遊び場が、全国的にきちんと確保されているの 

か心配になった。最近、親は過保護で、遊ぶ場も時間もない中で、本当に子どもの 

成長が図られているのか疑問に感じている。この番組は、被災地だけでなく他の地 

域も考えなければならない課題を投げかけてくれたと思う。 
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○ 藤原さんという一人のプロフェッショナルの行動が、子どもたちの成長に大きく 

貢献するということはすばらしいと思った。ただ、岩手県大槌町安渡地区にできた 

夢ハウスは、どのぐらいの子どもたちを対象とした施設なのか分からなかった。子 

どもたちには学校の帰りに道草や寄り道が必要だと藤原さんが言っていたが、藤原 

さんは自身の経験から、この施設を作ることを決意したのだろう。佐藤君は、スラ 

イダーに乗れなかった時と乗れるようになった後で表情が全く違っていた。佐藤君 

が風船に書いた言葉には、おじいちゃんに対する気持ちの変化が表れており、涙が 

出てきた。塚原キャスターの「子どもと向き合うのは怖くないですか」というスト 

レートな質問はよかったと思う。藤原さんからの回答で、子どもの人格を認めるこ 

との大切さが分かった。「町や道路をつくることも復興だが、子どもの心の回復を第 

一に優先させるべきだ」という藤原さんの言葉は非常に重く、大人としての責任を 

痛感した。 

 

○ 社会的な弱者である子どもに対して、東日本大震災がいかに大きなストレスを与 

えたかを改めて認識させられる内容だった。藤原さんの言うとおり、将来を考えれ 

ば子どものケアが大事だと思う。遊び場の重要性がよくわかる番組だった。大人の 

目線だけで復興を考えていないか振り返る必要性があると、警告する番組だったと 

思う。佐藤君が避難訓練の際に発した言葉から、彼が心に傷を負っていることが鮮 

明に分かり、藤原さんの活動の必要性が感じられた。番組のテーマが前半では遊び 

場の問題だったが、途中から藤原さんの活動に焦点が移り変わっていったので、少 

し気になった。その結果、阪神・淡路大震災における震災４年目の子どもに対する 

ケアの必要性や、行政の取り組みなどの説明が十分ではなかった。また、藤原さん 

の活動における課題も示されていなかった。藤原さんだけではなく、子ども夢ハウ 

スを支えるスタッフや地元の人たちも紹介してもらいたかった。 

 

○ 子どもたちが楽しそうに遊んでいる笑顔に癒やされた。メッセージがしっかり伝 

わってくる番組だった。子どもたちの成長をしっかり伝えるために、子どもの声を 

もっと取り上げてほしかった。佐藤君のように、佐々木君についてもしっかり時間 

を割いて伝えてほしかった。遊び場で楽しむ子どもから急に夢ハウスに話題が移り、 

遊び場との関連性が少し分かりにくかった。亡くなったおじいちゃんへの思いが手 

紙に表れており、切なくなった。佐藤君を中心に描かれた子どもたちの成長してい 

く姿がしっかり伝わってきたが、子どもたちの変化を、ナレーションや藤原さんの 

コメントで説明調に伝えていたのが残念だった。震災後、４年目のケアの重要性に 

ついて、もう少し具体的に説明してほしかった。藤原さんが３０年後の子どものた 

めに今が一番大事な時期だと言っていたが、今後大人が責任を持ってどのように取 

り組んでいくべきか具体的な話をもっと聞きたかった。 
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○ 佐藤君や佐々木君の話は一つ一つを見ればよい話だが、番組を通して見ると誰を 

中心に描いているのか分からなかった。一人に焦点をあてた方が分かりやすかった 

と思う。佐藤君がスライダーに乗れるようになったのは、成長して大きくなったか 

らであり、震災の影響は関係ないのではないかと思う人もいると思う。被災地に無 

かった遊び場ができて、心に傷を負った佐藤君を周囲の人がどのように支えたこと 

で乗れるようになったのかを、もっと丹念に描かなければ、被災地に特有の話とし 

て理解できないと思う。平成２５年８月３０日(金)の東北Ｚ「明日に向かって駆け 

る～父と娘の“相馬野馬追”」では１人の少女を丹念に取材していて、その子の気持 

ちがよく理解できたので、今回も主人公を１人に決めてしっかり描いてほしかった。 

番組を見終わって、物足りなく感じてしまった。藤原さんは有名な人だが、どのよ 

うな活動をしている人なのかもっと紹介してもよかったと思う。藤原さんの活動に 

焦点を当てることで、他の地域の人にとっても参考になると思う。 

 

○ 今回の番組では、スライダーに過剰な意味を持たせすぎていると思う。子どもが 

過ごす「時間、空間、仲間」を「三間」と言うが、佐藤君のスライダーをめぐるス 

トーリーが全部ここに集約されていた。１年という時間、遊び場という空間、遊び 

場に集う仲間があったからスライダーに乗れるようになったという、よくできた話 

になってしまっていた。避難訓練の時に見せた表情などからも分かるように、必ず 

しも震災の悲しみから立ち直り全面的に前を向けているわけではないと思う。佐藤 

君の思いをもう少し丁寧にすくい取る必要があったのではないか。夢ハウスにいる 

女の子についても紹介してもらいたかった。外で思いっきり遊び回っていれば心の 

傷が癒えていくというストーリーは男の子に対しては理解できるが、女の子の場合 

はどのようなケアをしているのか知りたかった。100人の子どもがいれば、100通り 

の葛藤があると思う。元気になっている子どもたちの姿を見せるだけではなく、立 

ち止まり前を向けていない子どもがいるということもあわせて紹介してもらいたか 

った。 

 

○ 被災地の子どもに着目した意義のある番組だった。子どもの心の復興が何よりも 

大切であるということがしっかり伝わってきた。この番組を見て、東北Ｚ「明日に 

向かって駆ける」を思い出した。純真な子どもの心に震災が多大な影響を与えてい 

ることを伝えていく事は大切なことだと思った。阪神・淡路大震災では、４年目に 

心のケアをする必要がある子どもが増えたということだが、なぜそうなったのかが 

気になった。子どもの視点の番組はこれからも続けていってもらいたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

        子どもの心を傷つけないように気をつけて取材を進めた。真実を伝 
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えることも大切だが、それにより子どもを追い詰めることになっては 

いけないと思ったので、両親の理解が得られ、本人についても問題無 

いと確信した佐藤君と佐々木君を取材した。子どもはインタビューし 

ても大人のようにコメントは出てこない。表情や行動を捉えるととも 

に、親の話を通して子どもの心をできるだけ丹念に伝えようと思った。 

阪神・淡路大震災では、震災後４年目にかけて子どものケアが一番必 

要だったということを伝えたが、確実な理由は分かっていない。震災 

４年目に目を向けてもらいたいという思いから、紹介することにした。 

遊び場や子ども夢ハウスがあってよかったということを単に伝えたか 

ったわけではなく、被災地でもそれ以外でも、この番組を見た大人た 

ちが少しでも地域の子どもたちの事を考えてもらうことにつながって 

ほしいと考えて番組を制作した。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ５月９日(金)の「てれまさむね」では、街の人に若い女性の人口が減っていくこ 

とについてどう思うか聞いていたが、質問のしかたがよくなく、単純な回答しか得 

られていなかった。もう少し工夫した質問で街の人の考えを聞いてほしい。貧困や 

人口減少の問題に対して、具体的な事例を紹介することで、今後の対策を考えるう 

えでの手助けとなるニュースや番組を期待したい。 

 

○ 「てれまさむね」のシリーズ企画「政宗さんぽ」は、仙台の街作りが分かってと 

ても楽しい番組なので、すべての回を見たいと思った。 

 

○ 「てれまさむね」のシリーズ企画「政宗さんぽ」は、伊達政宗がどのように仙台 

城下を整えてきたのかとても分かりやすく説明しており、楽しく見ている。 

 

○ ４月２０日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ 廃炉への道 第１回「放射能 

“封じ込め”果てしなき闘い」（総合 後9:00～10:13）と、４月２５日(金)のＮＨＫ 

スペシャル シリーズ 廃炉への道 第２回「誰が作業を担うのか」（総合 後10:00 

～10:49）では、４０年かかるという廃炉への工程と、廃炉作業を行っている作業員 

を取り巻く状況を伝えていて、多角的に廃炉への道を伝えていた。今後も社会全体 

で注視していかなければならないことなので、忘れないように放送のサイクルも考 

えてほしい。 

 

○ ５月５日(月)の東北発☆未来塾「食のチカラ 東北を元気にする奥田流料理法」 
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では、料理の神髄を極めた奥田政行さんの話がとても的を射た内容だった。参加し 

ている学生があまりにも不勉強だと思う。事前に勉強して、幅のある質問をしてほ 

しい。生産者に料理のおいしさを感じてもらうとともに、客の反応も共有すること 

で、店がうまくいっていて、とても参考になる話だった。 

 

○ ５月１２日(月)の東北発☆未来塾「食のチカラ 食で地方をよみがえらせる」で 

は、地元でできたものを料理して、よそから訪れてくる人に消費してもらうという 

「地産訪消」のコンセプトが紹介されていて、とても成功した事例だと思った。生 

産者や調理人が連携して取り組んでおり、関係者の生き生きした姿を見ることがで 

き、とてもよかった。 

 

○ ５月６日(火)の新日本風土記スペシャル「涙と夢と 三陸鉄道 出発進行」（総合  

後7:30～8:43）では、春に全線開通になった三陸鉄道のお祝いムードがいっぱいで、 

三陸の風土と人情がよく出ていた。三陸鉄道は赤字路線であり、非常に経営状況が 

厳しいということが全く触れられていなかったため、知らない人は経営がうまくい 

っていると思うかもしれない。赤字を解消するために、頑張っていることをもっと 

伝えてもらいたかった。地元にいると問題点も透けて見えるので、耳の痛いことも 

しっかり伝えてもらいたい。 

 

○ 新日本風土記スペシャル「涙と夢と 三陸鉄道 出発進行」では、米田ユキ子さ 

んと工藤房子さんがずっと笑みを浮かべて話しているのが印象的だった。厳しい自 

然環境の中で困難なことをやり過ごすために、三陸の女性はにこやかにしている人 

が多いのではないかと思った。「風土記」というタイトルだったが、人の話が多く、 

まるで「人国記」のようだった。三陸鉄道沿線の食や歴史、文化をもっと盛り込む 

ことで幅が広がったのではないか。 

 

○ ５月１１日(日)の明日へ－支えあおう－「頑張るよりしょうがねえ～福島県南相 

馬市・瀬戸際の介護現場で～」では、要介護状態の妻を在宅介護するために、津波 

で流された家を再建しようと奮闘する夫の姿に感心したが、追い詰められた状況で 

あることもよく分かった。弱者の視点で作られており、とても意義のある番組だっ 

た。 

 

○ ３月２１日(金)に再放送されたプレミアムアーカイブス「風船は風にのって… 

～五つの赤い風船 結成４０周年コンサート」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前9:03.10～10:33.10） 

は非常に心地よい音楽番組だった。かつてＢＳ２で放送していたようなフォークソ 

ングや８０年代のポップスなどの音楽番組は、ニーズが高いと思うので、ぜひ復活 
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させてもらいたい。 

 

○ ４月６日(日)、１３日(日)、２０日(日)、２７日(日)、５月４日(日)のプレミア 

ムドラマ「珈琲屋の人々」では、ドラマの展開にあわせた壇蜜さんの演技が絶妙だ 

った。繰り広げられる人間模様もとてもおもしろかった。 

 

○ ４月２１日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「港のエース、ガンマンの絆 

 クレーン運転士・上圷茂」を見た。プロフェッショナルでは華やかな有名人を取り 

上げることが多いが、今回は身近にいるあまり知られていない人がテーマだった。 

こうした市井に住む身の回りにいるプロを取り上げることは、とても意義のあるこ 

とだと思うので、今後も続けてほしい。 

 

○ ４月２２日(火)のクローズアップ現代「“独立”する富裕層～アメリカ 深まる社 

会の分断～」を見て、日本もアメリカのように貧富の差がいろいろなところに出て 

くるのではないかと心配になった。 

 

○ ４月２３日(水)のクローズアップ現代「子どもの体に異変あり～広がる“ロコモ 

ティブシンドローム”予備軍～」では、運動器の機能が衰えている子どもが増えて 

いるという事実を取り上げていた。関東の話題だったが、東北の子どもたちにも同 

様のことが言えるので、機能障害や糖尿病にならないために、体を動かすことの大 

切さを今後も伝えていくことが大切だと思う。 

 

○ 女性の貧困について、１月の「あさイチ」や「クローズアップ現代」に引き続き、 

４月２７日(日)のＮＨＫスペシャル「調査報告 女性たちの貧困～“新たな連鎖” 

の衝撃～」でも特集をしていた。丁寧な取材に基づき、具体的な数字を示して解説 

していたので、現状がよく分かった。240万人ものシングルマザーがいて、その中で 

も２０代の人は114万円しか所得が無いとのことだが、この収入でどのように生活し 

ているのか心配になった。 

 

○ ４月３０日(水)のクローズアップ現代「平成の大合併 夢はい ずこへ」では、平 

成の大合併の当時から現在まで、何を諦めて何を残すかという行政の視点が足りな 

かったということを鋭く指摘していた。 

 

○ ４月３０日(水)の歴史秘話ヒストリア「新しい世界へ羽ばたこう！～明治 女性 

の新しい生き方」では、連続テレビ小説「花子とアン」で有名になりつつある村岡 

花子の紹介があったが、短すぎて残念だった。他に紹介されていた女性たちが圧倒 
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的に活躍していたため、村岡花子の影が薄くなってしまった。村岡花子単独の特集 

番組を放送してもらいたい。 

 

○ ５月１日(木)のラストデイズ「勝新太郎×オダギリジョー」（総合 後10:00～ 

10:48）を見て、破天荒な俳優だと思っていた勝新太郎さんのイメージが変わった。 

すばらしい役者だったということがよく分かる内容だった。 

 

○ ５月２日(金)のラストデイズ「忌野清志郎×太田光」（総合 後10:00～10:48）は、 

忌野清志郎さんの命日の特集で、アルバム「ＣＯＶＥＲＳ」が発売中止になったい 

きさつや母親とのエピソードなど、全く知らなかった話が出てきてとても感動した。 

「大きな矛盾を抱えて自分だけの道を探すことなんだよ」という忌野さんが残した 

言葉は、とてもよい言葉だと思った。 

 

○ ラストデイズ「忌野清志郎×太田光」は、「ＣＯＶＥＲＳ」が発売されなかった経 

緯についてはよく知られていることで新しい発見は無かったが、忌野さんと太田さ 

んにつながりがあったというところが興味深かった。２人のコラボは抜群におもし 

ろかった。 

 

○ ５月６日(火)、７日(水)、８日(木)の「ＢＳ世界のドキュメンタリー シリーズ  

第一次世界大戦 開戦１００年」（ＢＳ１ 前0:00～0:49）では、カラーの映像で第 

一次世界大戦を見ることができ、戦場の雰囲気が鮮明に伝わってきてとても恐ろし 

く感じた。今、集団的自衛権や改憲の問題が社会的な話題となっているが、われわ 

れはこのような番組をしっかりと見ておく必要があると感じた。 

 

○ ５月７日(水)の歴史秘話ヒストリア「パリ ナースたちの戦場～看護婦が見た世 

界大戦の真実～」では、竹田ハツメの手記や初公開の史料を通して秘話を知ること 

ができ、とてもおもしろかった。 

 

○ ５月８日(木)の英雄たちの選択「独占を許すな 経済界の巨人 渋沢栄一の戦 

い」を見た。「ＢＳ歴史館」から「英雄たちの選択」に変わり、最近とても楽しく見 

ている。コメンテーターや視聴者に対して選択を問いかけるスタイルは、考えさせ 

られてとてもおもしろい。渋沢栄一対岩崎彌太郎の対決では、日本のこれからの在 

り方を渋沢栄一が改めて示しているような気がした。資源が無い日本が戦争をしな 

いで商売で生きていけるということを示した非常によい番組だった。その中でも、 

最後に紹介された金銭尊重主義を警告する道徳経済合一説がとても印象に残り、よ 

い構成だと思った。 
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○ ５月１０日(土)のザ・プレミアム「ザ・テレビっ子～“懐かし番組”大集合！第 

２弾～」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後9:00～10:59）では、私が大好きだった「ステージ１０１」 

の話があり、懐かしく感じた。また、「松本清張シリーズ」も紹介されていて、非常 

に見応えのあるドラマだったという記憶がよみがえった。よき時代のテレビの魅力 

がよく伝わってきた。時代が変わっており、必ずしも同じような番組が作れるわけ 

ではないと思うが、過去のおもしろい番組を発想の参考にしてもらいたい。ＮＨＫ 

だからできるおもしろいバラエティーを期待している。 

 

○ ５月１１日(日)のＮＨＫスペシャル “認知症８００万人”時代「行方不明者１ 

万人～知られざる徘徊の実態～」で認知症老人が身元不明であることを伝えたら、 

翌日身元が判明したということがあった。以前民放で放送していたような人捜しの 

番組をＮＨＫでもぜひ放送してもらいたい。 

 

○ ＮＨＫスペシャル “認知症８００万人”時代「行方不明者１万人」を見て、行 

方不明になる人はこれからも増えていくだろうと思った。私の地元でも高齢化が進 

んでいるので、とても危機感を感じた。行方不明の人を捜す番組や専門の局があっ 

てもいいと思う。 

 

○ ＮＨＫスペシャル “認知症８００万人”時代「行方不明者１万人」を放送した 

結果、身元不明者の身元が７年ぶりに分かったという件は衝撃的だった。警察の情 

報管理や連携不足により生じた事態だったが、身元が判明したのはＮＨＫの力によ 

るものである。次の展開として、今後ＮＨＫはこの問題にどのように対応していく 

べきなのか考えていく必要がある。宮城県でも「ＳＯＳネットワーク」により行方 

不明者の情報を民放のラジオが発信している事例がある。認知症の人たちを地域で 

緩やかに見守るネットワークにメディアとして何ができるのかが課題だと思う。 

 

○ ５月１１日(日)の日曜美術館「明治の工芸 知られざる超絶技巧」では、明治か 

ら大正にかけてのすばらしい美術工芸品を知ることができ、とてもよい内容だった。 

台湾国立故宮博物館の「すいぎょく白菜」にも劣らないすばらしい工芸美術品だが、 

あまり知られていないということでとても残念だ。もう少し評価されてもいいと思 

う。政府が取り組んでいるクールジャパンの一つになり得ると思った。 

 

○ ５月１２日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「まず動け、未来はその先に 

ある 真鍋大度」では、業界で有名な真鍋さんの話に納得させられるところがあり 

おもしろかった。番組の最後には、番組初の試みとして生放送のパフォーマンスが 

あるということで期待していたが、ライブ感が無いためＶＴＲとの違いが分からず、 
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残念だった。 

 

○ ５月１３日(火)のイッピン「シンプルで精巧な仕掛け～栃木鹿沼の木工～」では、 

たがを木の内側に差し込んだおけが紹介されており、その発想に驚かされた。手作 

りで精巧につくる技術もすばらしいと思う。栃木県鹿沼市の組子も一度見に行きた 

いと思った。 

 

○ ５月１４日(水)のクローズアップ現代「追跡“出家詐欺”～狙われる宗教法人 

～」を見て、宗教をばかにして利用している人がいると分かり、ショックを受けた。 

 

○ ５月１４日(水)の歴史秘話ヒストリア「新発見！龍馬最後の手紙～風雲児の筆が 

語る幕末の真実～」は、４月１２日(土)の突撃 アッとホーム「坂本龍馬 最後の 

手紙！？ まさかの大発見しましたＳＰ」で発見した龍馬の手紙に関連する話だっ 

たので期待していたが、新事実は出てこなかったので残念だった。 

 

○ 「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～」は、コントが好きな人が見るというより、 

ＮＨＫが好きでコントも見るという人が見る番組だと思う。内村光良さんが頑張り 

過ぎて空回りしていると感じるが、ほかのメンバーが支えていて、情熱が伝わって 

くる番組だと思う。 

 

○ 「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～」は、内村光良さんのコントがとても胸に 

響く。「宇宙人総理」というコントがとても好きで本当におもしろい。今後も続けて 

ほしい。 

 

○ 「ＬＩＦＥ！～人生に捧げるコント～」は、内村光良さんの「ＮＨＫなんで」 

というコントが特におもしろい。 

 

○ 土曜ドラマ「ロング・グッドバイ」を毎週楽しみにしている。最近のＮＨＫのド 

ラマは中高年の女性を意識した作りになっていたが、今回は男性が見ても楽しめる 

ドラマだった。内容だけでなく、陰影に富んだ照明や凝ったＢＧＭもすばらしく、 

上質な映画を見ているような感じがした。 

 

○ 「Ｔｈｅ Ｃｏｖｅｒｓ」は、音楽にとても詳しいリリー・フランキーさんと、 

何も知らない夏菜さんの組み合わせがちょうどよい。リリー・フランキーさんの 

「うもれうた」のコーナーがとてもよく、毎回楽しく見ている。 
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○ 「中井精也のてつたび！」では、中井精也さんのマニアックさがたまらない。鉄 

道と写真の話題でマニアックな内容だが、とても楽しい番組だ。 

 

○ 「笑う洋楽展」は、みうらじゅんさんと安齋肇さんの掛け合いがとてもおもしろ 

い。すっかりひきつけられてしまい、毎週楽しみにしている。 

 

○ 一つのテーマを複数の番組が横断的に扱うというのはＮＨＫでしかできないこと 

だと思う。子どもや女性の貧困問題についての取り組みはとてもよかった。今後も 

期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

        認知症の行方不明者について、ＮＨＫもこれからどのように取り組 

んでいくか考えていく必要がある。仙台局では「ＳＯＳネットワー 

ク」の情報を入手できるように関係機関と調整を始めている。生命に 

関わることはしっかり伝えていく必要があると思っている。 

 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２６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、１７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「大間原発 “周辺”自治体の訴

え」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、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  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） 

畑中 みゆき   （ＮＰＯ法人 Higｈ-Five 理事長） 

藤沢  清美  （(一社)岩手県芸術文化協会理事） 

向田   吉広  （東北電力（株） 常務取締役） 

 

(主な発言) 

 

＜クローズアップ東北「大間原発 “周辺”自治体の訴え」 

 (総合 ４月４日(金))について＞ 

 

○ 緊急時防護措置を準備する区域の範囲がおおむね３０キロメートルということだ 

が、これがどの程度、原発の地元と言われる地域に拘束力があるのかが 後までわ 

からなかった。ＮＨＫ解説委員の発言についてはもっともだと思った。原発の建設 

や再稼働にあたって、どれだけ住民の声を聞き、同意を得ていくのかは、非常に関 

心の高いことである。 

 

○ スタジオセットが落ち着いた背景で良かったが、情報ボードが小さく文字が見え 

づらいなど、もう少し配慮してもらいたい点がいくつかあった。番組の冒頭で、北 

海道函館市が提訴するに至った問題点を具体的に提示して、それぞれの問題点を掘 

り下げると分かりやすくなったのではないだろうか。メルトダウンなどの 悪の状 

況も考慮に入れたうえで、問題を解決する糸口が見えるとよかったので、２５分で 

はなく、もう少し時間を拡大して見てみたい番組であった。 
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○ 青森県の地元３町村（大間町・風間浦村・佐井村）と函館市に対して、国と原発 

を建設する事業者である電源開発の対応がどれくらい違うのかということが、はっ 

きりとわかった。原発事故が起こった後も、こういった地元自治体への対応が従来 

の枠組みのままで行われているということはインパクトがあり、非常に怖いという 

感覚を持った。函館市が提訴に踏み切るまでに長いプロセスがあったと推察される 

ので、その部分についても見てみたいと感じた。裁判になってしまうと、本当の意 

味での民意というより、法律に基づいた判断となってしまう。そういった状況にな 

らざるを得ないという現実が描き出されていると感じた。 

 

○ 新しく番組を担当する塚原泰介キャスターは、気負いもなく、すんなりと番組に 

入っていて好感が持てた。周辺自治体の訴えということだが、函館市は提訴という 

形で原発反対を表明しているが、それ以外の周辺自治体において、反対を表明して 

いる県や市町村がどれくらいあるのか示すことができれば、もっと深掘りすること 

ができたのではと感じた。番組を見なければ、函館市が提訴したということは知ら 

なかった可能性があると思うので、解決策まで提示することは難しいと思うが、こ 

れからも問題提起をしていくという姿勢を持ち続けてほしい。 

 

○ 函館市が提訴したタイミングで番組を放送したことは、青森県の住民としても大 

間原発の問題を考える良い機会となった。３０キロメートル圏内に多くの人が居住 

するなかで、人口数千人の地元３町村だけで原発の建設を決めてしまっていいかと 

言うと、やはりこれは大きな問題があると思う。下北半島の歴史や地理的条件のも 

と原子力産業が誘致されてきたという背景も含めて深く掘り下げてほしかった。今 

後、国が原子力に代わる安全なエネルギーへ転換を目指すというのであれば、それ 

にあわせて地域がどのように変わっていくのか、未来を語る番組を期待している。 

 

○ 原子力対策基本法に基づいて緊急時防護措置を準備する区域の範囲がおおむね３ 

０キロメートルと明確にされた一方で、周辺自治体をどう位置づけていくかにつ 

いて非常に大きな問題を提起しており、タイムリーでもあった。ただ、緊急時防護 

措置を準備する区域といった法律に基づいた制度と、原子力事業者と地元自治体が 

任意で結んでいる安全協定とは別々のものであるということを、前段のところで整 

理する必要があったのではないか。函館市のように原発の立地自治体と道県が違う 

ということが問題をより複雑にしていると思うので、函館市以外の自治体の声も広 

く聞いてみてほしかった。地元の範囲がどうかということもあるが、本当の問題は、 

そもそも原子力開発に対する権限や責任は国にあるのか地方自治体にあるのかとい 

う国のガバナンスの問題だと思っているので、そのあたりまで突っ込んでくれれば 

よかったと思う。 
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○ 立地自治体並みに事故のリスクを負うのだが、原発の建設や再稼働を認める決定 

権がないという、周辺自治体にくすぶる不満や不安を浮き彫りにしたタイムリー 

な番組であった。自治体の首長や議長の声を伝えてはいたが、もう少し市民レベル 

での声を聞いてほしかった。ＭＯＸ燃料を使用することによる大間原発固有の問題、 

函館市が提訴したことについての法律の専門家の意見など、２５分では無理だと思 

うので、時間を拡大して伝えてほしかった。番組の中で解説委員が「個人的な考え 

だが」と発言しているが、解説委員が番組でコメントしている以上、個人の考えと 

いうことはあり得ないと思うので、その留保はやめてほしかった。 

 

○ 幅広く中身の濃い番組だった。函館市の提訴翌日での放送ということで、タイム 

 リーで印象に残った。タイミングを合わせた分、大きな問題がある中で、うまくま 

 とめ切れていないと感じた。もう少し深掘りをした番組をぜひ放送してほしい。 

 

○ よく練られた構成の番組だと思った。函館市の提訴を中心とした、３０キロメー 

トル圏内の問題について、論点も明快で、わかりやすかった。淡々とした解説と、 

函館市の訴えの騒動ぶりが対照的に見えた。原発事故前は、原発誘致のことはひと 

事であったであろう地域における、ひと事ではなくなった原発問題が引き起こした 

動揺、騒動、そして問題点がよく伝わってきた。女川原発周辺の対応、ＮＨＫが行 

ったアンケートなども、効果的に提示されていた。改めて全国放送された４月１６ 

日(水)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」(総合  

後3:15～3:59)とあわせて見ると、原発関連の問題の重さ・大きさを再認識させられ 

る。国が立地自治体などの周辺自治体との信頼関係をこれから築いていけるのか注 

目していきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

       ４月３日(木)に函館市が提訴するというタイミングで、タイムリーに 

      放送しようということで番組を立ち上げた。２５分の番組の中でどうま 

      とめるかということが非常に難しかったが、“周辺”となってしまった自 

      治体の立場はどういったものなのかということを、なるべく伝えていき 

      たいという思いで制作にあたった。委員から指摘のあった、全国の周辺 

      自治体の状況や、ＭＯＸ燃料を使用する大間原発固有の問題、原発事業 

      者と地元自治体との安全協定の面などに関しては、もう少し伝えなけれ 

      ばならなかったと思う。都道府県の境を越えた自治体同士の議論という 

      ことが、これから必要になってくると強く感じるとともに、そこに住む 

      人々の声を番組で紹介できればよかった。同じ放送時間で北海道では 

      「北海道クローズアップ」という番組で大間原発の問題を取り上げてい 
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      る。東北と北海道それぞれの視点で大間原発を重要な問題として取り上 

       げたことは、とても意味があることだったと考えている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ３月１４日(金)の東北Ｚ ＴＯＨＯＫＵメンコイらぼ「スーパーコレクション」 

（総合 後7:30～8:43）を見た。このシリーズは、お宝探しを女子会のノリで紹介 

する内容でとてもよい試みだと思っていたが、今回は出演者の人選も大胆で、非常 

に楽しく見ることができた。東北の伝統的なものに新しい息吹を吹き込み、新たな 

角度から紹介するこうした番組を、ぜひ継続してもらいたい。 

 

○ ４月１日(火)の「てれまさむね」では、マナーや心理学の専門家の指導のもと、 

効果的な自己紹介のしかたを教えてくれるコーナーがあった。ポイントを社内にレ 

クチャーすることができ、とてもためになる企画だった。気象予報士と仙台局キャ 

ラクター「やっぺぇ」による気象コーナーは、掛け合いがおもしろいうえにとても 

分かりやすく、毎回楽しみにしている。 

 

○ ４月１２日(土)の「第３５回 ＮＨＫ東北民謡コンクール優勝大会」（総合  

前10:05～11:18 東北ﾌﾞﾛｯｸ）を見た。これまであまり民謡を聞く機会がなかったが、 

出場者の多くが代表的な民謡を歌っており、改めて聞くと民謡も結構いいものだと 

感じた。 

 

○ ４月５日(土)の突撃 アッとホーム「あの北島三郎が本気でサプライズしました 

ＳＰ」では、番組に手紙を出した漁協の組合長やそれに応えた北島三郎さんなど、 

いろいろな人たちの思いが通じ合い、サプライズのライブにつながっていく心意気 

がよく描かれていた。震災の暗い記憶の中にあっても、支えてくれた人たちへの感 

謝を忘れず、集まった人たちが心底から喜んでいる笑顔がとてもすばらしかった。 

 

○ ４月１３日(日)の明日へ－支えあおう－「未来への手紙２０１４」は、震災後の 

秋から子どもたちを追い続けており、ＮＨＫらしい長期的な取り組みだった。子ど 

もたちの声を聞いていると、震災直後に比べて変わってきていると感じた。時がた 

ち、子どもたちなりに成長し、冷静に考えられるようになったのだろう。子どもた 

ちのいろいろな思いが詰まった中身の濃いビデオレターだった。 

 

○ ４月１６日(水)に再放送された東北発☆未来塾「映像のチカラ ドキュメンタリ 

ー編 戻らない日常を描く」は、映画監督の是枝裕和さんが福島県の高校生に映像 
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作りを教える内容で、震災と向き合って福島の現状を発信したいという高校生の思 

いが伝わってきた。 

 

○ ３月２２日(土)の「松井と黒田 知られざる絆」（ＢＳ１ 後9:00～9:50）は、元 

大リーガーの松井秀喜さんとニューヨーク・ヤンキースの黒田博樹投手の２人が、 

日本で対決していたころの話や大リーグに行ってからの心の変化、何を考えて野球 

をしていたかなど、自由に対談するところを長時間収録していて、非常に興味深い 

内容だった。自分が覚えている試合についての話も出てきて、当時を思い出し、大 

変おもしろく番組を見ることができた。 

 

○ ３月２９日(土)、３月３０日(日)、４月５日(土)、４月６日(日)に放送したＮＨ 

Ｋスペシャルの「人体 ミクロの大冒険」の４回シリーズは、ＮＨＫならではの内 

容の濃い番組だった。山中伸弥京都大学教授と野田秀樹さんが平易に分かりやすく 

番組を進行させ、回ごとに異なるゲストも一般市民の感覚で質問や感想を述べてお 

り、難しい科学番組にしないというＮＨＫの努力が伝わってきた。 

 

○ ３月３１日(月)の「ＬＯＳＴ ＩＮ ＴＯＫＹＯ」（総合  前0:10～1:00） 

は、記憶喪失になった外国人が街をさまようというありがちなストーリーかと思っ 

て見ていたが、意外にもおもしろく、東京の映像もとてもきれいだった。オリンピ 

ックの開催が決まり、東京への観光客を増やすことを意識して制作したのかもしれ 

ないが、外国人だけでなく、東京のことを知っている日本人が見ても、東京の新た 

な一面に気付かされる興味深い番組だった。 

 

○ 「先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）」は、これまでは司会の井上二郎アナウン 

サーが番組設定のなかで浮いているように感じられたが、 近はようやくこなれて 

きたと思う。４月１日(火)の新参者の成功法「伊達政宗」（前編）と８日(火)の 

（後編）は、とてもおもしろかった。 

 

○ ４月２日(水)のためしてガッテン「２０年目の大感謝祭！ 厳選ワザ３９連発Ｓ 

Ｐ」は、２０年も続く長寿番組だったことに驚くとともに、それだけ支持の高い番 

組であることを改めて認識した。以前は、番組の 後の方だけ見れば知りたいこと 

がだいたいわかってしまう構成だったが、そうでもない回も増えてきているように 

思う。手作りの説明グッズも毎回楽しんでいる。タイトルがあおりすぎではないか 

と思う回もあるが、今後も驚くようなテーマを期待している。 

 

○ 「ららら♪クラシック」は、作曲を読み解くというおもしろい番組だと思う。 
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４月５日(土) の「ドウキでドカン！～ベートーベンの“運命”～」では、ベートー 

ベンについて取り上げていて、ほとんど聴力が無くなってから多くの名曲を作曲し 

たことがわかり、非常に感動的だった。 

 

○ ４月７日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「ゆっくりでも、止まらなけれ 

ば結構進む 宇宙工学者・國中均」は、科学的な好奇心を刺激される番組だった。 

プロジェクトマネージャーという立場にある人物に迫った番組なので、組織をまと 

めるという一般企業でも通じるような内容だった。 

 

○ ４月１０日(木)の英雄たちの選択「女王・卑弥呼 “辺境”のサバイバル外交」 

は、卑弥呼の外交に焦点を当てたところが珍しく、非常におもしろかった。内乱も 

抱えている不安定な状態で、大国を相手にうまく外交を繰り広げており、現代の外 

交においても参考になる内容だった。 

 

○ 坂本龍馬の本物の手紙が発見されたことはニュースで知っていたが、４月１２日 

(土)の突撃 アッとホーム「坂本龍馬 後の手紙！？ まさかの大発見しました 

ＳＰ」で詳しく紹介され、非常に驚かされた。発見の過程や専門家の分析のほか、 

気になる値段もしっかりと伝えてくれて、とても楽しめた。ホームページには原文 

と現代語訳が掲載されており、歴史の教材としても役に立つと思う。次のチャンカ 

ワイが中学時代の恩師を探すリポートも、とてもすばらしい内容で感激した。 

 

○ 坂本龍馬の手紙が発見されたことはニュースで知っていたが、突撃 アッとホー 

ム「坂本龍馬 後の手紙！？ まさかの大発見しましたＳＰ」を見て、発見の経 

緯に驚かされた。特ダネはどこに転がっているのか分からないものだと思った。余 

りにも出来過ぎた話なので、やらせではないかと思ってしまったくらいだ。大発見 

につなげたスタッフの仕事ぶりはすばらしいと思う。 

 

○ ４月１２日(土)のタイムスクープハンター「大江戸入れ歯事情」は、江戸時代の 

入れ歯師に密着した内容でとてもおもしろかった。タイムマシンのようなもので過 

去を探るという番組は珍しくはないが、入れ歯に着目したという点がすばらしいと 

思う。 

 

○ ４月１３日(日)の日曜美術館「世紀の大発見！歌麿 幻の大作」は、６０年以上 

もの間、行方が分からなかった幻の傑作「深川の雪」が発見され、修復されて当時 

の輝きを取り戻す過程を紹介していた。絵が見事であることはもちろんのこと、ぼ 

ろぼろだった軸をあそこまできれいに修復する技術のすばらしさに感動した。発見 
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以来、取材を続けてきたのもＮＨＫならではだと思う。 

 

○ ４月１４日(月)に再放送されたプレミアムアーカイブス ハイビジョン特集「左 

手のピアニスト 舘野泉 再びつかんだ音楽」（ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後2:30～4:26）は、困 

難を克服して見事に発表会に至る過程を追っており、時間が非常に短く感じられる 

ほど、すばらしい番組だった。多くの人に勇気を与える番組だったと思う。 

 

○ ４月１４日(月)のあさイチ「本音で語る！不妊治療」と、４月１５日(火)のクロ 

ーズアップ現代「無月経・疲労骨折…１０代女子選手の危機」は、不妊症について 

内容が連動していて、とてもよい編成だと思った。体脂肪を制限するスポーツ選手 

は多いと思うので、こうした番組が、現役の女性アスリートやこれからアスリート 

を目指す子どもたちの希望になればよいと思う。 

 

○ ４月１４日(月)のクローズアップ現代「日本のコメ 輸出に挑む～新たな市場を 

ひらけるか～」では、減反政策が廃止になり、米が過剰になることが予期されるな 

かで、生産コストを下げて輸出を拡大する取り組みを伝えていた。非常によい番組 

だと思うし、全国には知られていないアイデアや実践されていることがたくさんあ 

ると思うので、番組で紹介してほしい。 

 

○ 連続テレビ小説「ごちそうさん」では、女性がどんどん強くなっていくところを 

見ることはとても楽しいし、強い女性を描いたドラマはヒットするのだと思った。 

新たに始まった連続テレビ小説「花子とアン」は、子ども時代がとてもよく、楽し 

みにして見ている。 

 

○ 連続テレビ小説「花子とアン」をおもしろく見ている。吉高由里子さんは演技の

キレが良く、とてもいい配役だ。女学校で英語のシーンがよく出てくるので、テレ 

ビを見ながら子どもが英語を覚えることができ、一石二鳥のドラマだと思う。今後 

の展開を楽しみにしている。 

 

○ 連続テレビ小説「花子とアン」は、中園ミホさんの脚本と梶浦由記さんの音楽で、 

とても楽しみにしていた。期待どおり遊び心満載で、楽しませてもらっている。花 

子さんの物語にアンのエピソードを盛り込む手法には、「赤毛のアン」のファンから 

賛否あるとのことだが、私は歓迎している。連動してＢＳプレミアムでアニメの 

「赤毛のアン」を放送していることも、うれしい配慮だ。 

 

○ 連続テレビ小説「花子とアン」は、実在のモデルがあることで説得力のある内容 
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になっており、とてもおもしろく見ている。「てっ」という方言は「あまちゃん」の 

「じぇじぇ」のように印象的だし、幼友達の男の子の名前が「朝市」となっている 

のは、次の番組の「あさイチ」を意識しているのだろう。遊び心があると感じてい 

る。 

 

○ 連続テレビ小説「花子とアン」を毎日見ているが、花子の実家の描き方に疑問を 

感じる。すすけた顔や服装など、地方の貧しい農村を強調し過ぎており、描き方が 

過剰ではないか。 

 

○ ドラマ１０「サイレント・プア」は、深田恭子さんがいつもと違う役柄で新鮮に 

感じる。今問題となっている事柄を誠実に扱って描いている点がよいと思う。 

 

○ 「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」はキャスターが代わり、ツイートやネットナビゲーターの 

コメントに対し、視聴者が疑問に思ったことを的確に聞いてくれるので、とても楽 

しく見ている。各分野で活躍しているネットナビゲーターが代わったが、これまで 

と同様に期待している。 

 

○ 「にっぽん縦断 こころ旅」は、自転車の旅がゆったりとしていてとてもよいと 

思う。毎回食べ物が出てくるので、今日は何を食べるのかというところも楽しみに 

して見ている。 

 

○ プレミアムよるドラマ「今夜は心だけ抱いて」は、離れて暮らしていた母と娘の 

体が入れ替わってしまうという物語で、特段珍しくない設定でありながら、主人公 

の２人がとても上手に演じていて、時々、入れ替わっていることがわからなくなる 

ような場面もあり、ドキドキしながら見ている。 終回を楽しみにしている。タイ 

トルは深夜ドラマのようだが、内容的には、例えば「ドラマ１０」など、早い時間 

帯の枠で放送してほしかった。 

 

○ 再放送が始まった大河ドラマ「独眼竜政宗」は、あらためてキャスティングがマ 

ッチしていると感じており、渡辺謙さんの政宗がとても格好いいと思う。 

 

○ 地方の放送局で気象情報の誤表示が長年続いていたという報道があった。 初の 

段階での入力ミスという単純なミスだと思うが、今後こうしたミスを防ぐと同時に、 

地震や災害情報などでこうしたミスが起きないよう、改めて点検をしてもらいたい。 
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（ＮＨＫ側） 

       「東北Ｚ ＴＯＨＯＫＵメンコイらぼ」は今年度も継続する。室長役 

の合原明子アナウンサーの後任は、山形局の千葉美乃梨アナウンサーが 

担当する。 

連続テレビ小説は、「ごちそうさん」も「花子とアン」も大変好評で、 

ありがたく思っている。「花子とアン」で使われている「てっ」という 

方言は、流行になりそうな気がしている。引き続きご覧になっていただ 

きたい。 

ＢＳプレミアムで再放送されている大河ドラマ「独眼竜政宗」は、ま 

だまだ県民の皆さんへの浸透が低いと感じている。できるだけ多くの人 

に見ていただけるよう、努力をしていきたい。 

気象情報のデータに仙台局ではトラブルは見つかっていないが、念 

のため、システムの点検を行っている。 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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