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平成２８年３月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会 

 

３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、前回の番組審議会での答申を受け「平成２８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２８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５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） 

   委 員      伊藤 一弘  （ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事） 

寺島 英弥 （河北新報社 編集局編集委員） 

照沼かほる  （福島大学 行政政策学類教授） 

長谷川 登 （東北電力（株） 常務取締役） 

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） 

山田 理恵 （東北電子産業（株） 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２８年度 東北地方向け地域放送番組編成計画」について＞ 

 

○ 金曜夜間の時間帯に設定されている「特集番組」の放送枠では、具体的にどのよう

な番組を放送する予定なのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

２７年度は、同じ時間帯に、プロ野球中継やコンサート、人

口減少問題を扱った特集番組を随時放送してきた。２８年度も

そうした番組を継続するとともに、編成計画にもある「東北の

旬な魅力の発信」を体現する番組を随時放送していきたい。具

体的には、「見る」「知る」「探す」の頭文字を並べた、「みち
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たん ～ああ！すばらしきセカイ～」というタイトルで、知ら

れざる東北の魅力を発信していきたい。この番組は、金曜夜間

の時間帯にくわえて、週末の行楽の参考にできるよう土曜日の

午前中にも随時放送する。また、海外への発信も目指し、外国

人旅行者を増やそうという東北各地の取り組みに貢献したいと

考えている。 

 

○ 福島局では、「ふるさと自慢バラエティ ふくしまパラダイス」が新設されるとあ

るが、２７年度に放送していた同じタイトルの番組とは異なる番組なのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

２７年度は特集番組として随時放送してきたが、これを定時

番組と位置づけ、年間を通して計画的に放送することから、編

成計画に掲載している。 

 

＜「東日本大震災から５年」関連の放送番組について＞ 

 

○ 震災に関連した番組の中で、現在も被害が続いている問題、具体的には原発事故の

問題を扱った番組を特に意識して見た。中でも、３月５日(土)のニッポン人のギモン

「震災５年・福島第一原発」(総合 前10:30～11:19)はわかりやすい番組だった。スタ

ジオの出演者が自由に質問し解説委員がそれに答えていく進行や、出演者の服装もカ

ジュアルだったことで、敷居が低く、番組に入っていきやすい雰囲気が出ていた。一

方、内容は深刻な問題を扱っていた。放射性物質、水素爆発、メルトダウンの３つに

問題を分け、現在の状況、放射線の危険性、いつまで続くのかなど、多くのトピック

をわかりやすく解説していたのはよかった。事故から５年が経過し、風化が叫ばれる

ようになっているが、原発事故については、今後途方もない時間、被害が続いていく。

ＮＨＫには、復興の様子を伝えていくことに加えて、被害が続く原発の問題を決して

忘れ去られないように伝え続けていく使命があると思うので継続して取り組んでほし

い。 

 

○ ３月５日(土)のＮＨＫスペシャル「“原発避難”７日間の記録～福島で何が起きてい

たのか～」(総合 後9:00～9:49)は、当時の様子が明らかにされており、将来に生かし

てほしい内容だった。つい最近、原子力規制委員会が緊急時迅速放射能影響予測ネッ

トワークシステム(ＳＰＥＥＤＩ)の予測に信頼性がないと結論づけたという報道が出

ていた。この番組の内容にも関連する。国民の命や暮らしを守るための仕組みについ

ては、今後の番組を通じて鋭く切り込んでほしい。 
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○ ３月５日(土)のＮＨＫスペシャルは、よく検証がなされていた番組だったが、物足

りなく感じた部分もある。一つはＳＰＥＥＤＩの扱いだ。「予測の前提となる放射性物

質の放出状況などのデータが得られず、ＳＰＥＥＤＩを活用できなかった」としてい

たが、当時のＳＰＥＥＤＩの予測図を後から実測図と突き合わせるとそれほど差異は

なく、番組は原子力規制委員会の見解をそのまま伝えているにすぎないのではないか

とも思えた。もう一つは、行政の責任、具体的には不作為による情報提供の不足にもっ

と切り込んでほしかったという点だ。政府や当事者機関が情報をなかなか出さない時

に、メディアがどうふるまうかは、今後大規模災害が起きたときの大きな課題だと思

う。 

 

○ ３月５日(土)の「ＮＨＫスペシャル」は、考えさせられる番組だった。人々が避難

指示に従って移動していこうとしたまさにその場所に放射性物質が流れていっていた

ことは衝撃的で、ＳＰＥＥＤＩの情報をもっと早く出し、避難活動にいかすことはで

きなかったのかと思えた。原発事故は、自然災害という枠組みだけで考えるのではな

く、その後の対応次第では防げる被害もあるということを再認識した。 

 

○ ３月５日(土)の「ＮＨＫスペシャル」を見て、メディアの力は大きく、そうである

がゆえに事実を正しく伝えてほしいという思いを新たにした。今後発生が懸念される

南海トラフの巨大地震をはじめとした災害に備えるため、「自分の身は必ず自分で守

る」「地震があったら津波が来る」などの防災教育や、事実をゆがみなく伝える役割を、

ＮＨＫをはじめとしたメディアに期待したい。 

 

○ ３月６日(日)の福島をずっと見ているＴＶスペシャル「私たちの“いま”を見てほ

しい～福島・高校生たちの祭典～」(Ｅテレ 前0:00～0:45)は若い人たちが前向きに生

きていこうとする姿をいきいきと描き出したいい番組だった。特に、高校生が食材と

農家の思いを届ける情報誌を作る取り組みは目新しく、感心した。 

 

○ ３月６日(日)の「福島をずっと見ているＴＶスペシャル」は、高校生たちが自信を

持って自分たちの取り組みを披露している姿が心強かった。４月からも月１回の放送

が続くとのことで安心している。 

 

○ ３月６日(日)の「“それから”の『東北発☆未来塾』 夢をつかむチカラ」(Ｅテレ 

後 3:30～5:00)は、2012 年から４年間にわたって放送してきた「東北発☆未来塾」が、

５２人の講師、389 人の塾生を数えており、積み重ねの大切さと、未来を担う若者に

有意義な講義をしてきたことを再認識した。 
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○  ３月６日(日)のＮＨＫスペシャル「被曝(ひばく)の森～原発事故 ５年目の記録

～」(総合 後 9:00～9:58)は、原発事故がもたらしたものを異なる視点から紹介し

たいい番組だった。無人となった地域が野生動物の住みかになり、人家に動物が暮

らす様子を見た避難者の胸中を思うと心が痛む。 

 

○  ３月６日(日)の「ＮＨＫスペシャル」は、野生動物が人間の生活圏にあれだけ入

り込んでいることに衝撃を受けた。野生動物の筋肉に放射性物質が蓄積していたと

紹介されていたが、見ている限り普通に活動していたので、本当に危ない濃度はど

れくらいなのか、より深く知りたい。放射性物質の影響は長い視野、大きな見地か

ら研究していく必要があるとのことだが、調査の過程で明らかになった情報を逐次

紹介してほしい。 

 

○  ３月８日(火)のＮＨＫスぺシャル「ゼロから町をつくる～陸前高田・空前の巨大

プロジェクト～」(総合 後 10:00～10:49)は、何が課題で、行政や住民が何に悩ん

でいるのかを浮き彫りにしており、復興までには長い時間がかかることを再認識し

た。印象的だったのは、地域の方々に、どんな町にしたいかヒアリングし、何回も

模型を作り直しながら、よりよいものを目指している点で、行政主導だけではない

部分が成功への鍵になると感じた。番組は、ただ悩んでいるというまとめではなく、

新たなスタート地点に立ったという締めくくりになっており、陸前高田の１年後、

２年後を見たいと思ったし、応援したくなった。 

 

○  ３月８日(火)の「ＮＨＫスペシャル」は、陸前高田に暮らす人々の苦悩ぶりをよ

く描いていた。新しい市街地は理想的なプランだとは思うが、住民の方々の話を聞

く限りでは、どれだけの人が戻ってくるのか、にぎわいは本当に取り戻せるのか、

決して楽観はできない。今後も相当時間がかかるプロジェクトだと思う。 

 

○  ３月１０日(木)のクローズアップ現代「シリーズ東日本大震災 大切な人を失っ

て… ～２０歳 それぞれの旅立ち～」は、ゲストの天童荒太さんのコメントがと

てもよかった。生き残った人間の罪悪感という意味で「サバイバーズ・ギルト」と

いうキーワードを紹介していたが、亡くなった人に対する思いが強いからこそ感じ

る罪の意識は、決して悪いことではないというコメントに説得力があった。さらに、

悲しい思いをした人がいるということを３月１１日のときにだけ思い出すのでは

なく、日々わきまえておくことが必要、と述べられていたことに共感した。５年の

節目を過ぎたら次第に忘れられていくことがないよう強く願っている。 
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○  ３月１０日(木)の「クローズアップ現代」は、１月８日(金)のクローズアップ東

北「大切な人を失ったからこそ… ～階上中学校卒業生５７人の５年～」(総合・

東北ブロック 後 7:30～7:58)にさらに新しい視点が盛り込まれていた。亡くなっ

た友人を思い出すためにＤＶＤを見るというエピソードや、これまで会うのをため

らっていた亡くなった友人の両親に会った様子が盛り込まれていた。いずれも時の

経過を描き出していた。震災から５年が経過したが、これからはよりいっそう時の

経過を意識しながら番組制作をしていくべきではないか。 

この番組のように、はじめは地方で放送した番組を全国放送する場合、今回は内

容が若干変わっていたこともあり、どういうプロセスを経て全国放送に至るのかを

知りたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

東北地方の人に見てもらうことを前提にした番組と、全国放

送番組では視点が違い、また「クローズアップ現代」の事務局

と議論する中で、新たな視点を加えたり、ある部分を掘り下げ

たりする場合もあり、結果として東北地方で放送した番組とは

異なる仕上がりになることがある。また、放送時期が後になる

と、追加取材をした結果を盛り込む例もある。 

今回は１月に「クローズアップ東北」、３月に「クローズアッ

プ現代」で放送したが、時が動いているということと、亡くなっ

た友人の両親に実際に会うエピソードが新たに加わったので、

それらを反映させ、内容を変えた部分がある。 

 

○  ３月１０日(木)のＮＨＫスペシャル「風の電話～残された人々の声～」(総合 後

10:00～10:49)は、大切な人を失った悲しさが被災地以外の人たちにも伝わるすば

らしい番組だった。「モーニング・ワーク(喪の仕事)」と「サバイバーズ・ギルト」

を扱っていた番組だと理解しているが、トラックドライバーをしていた父親がいま

だに行方不明の幸崎廉さんというすばらしい取材相手が、この番組で取り上げられ

たような行動を通して、少しでも救われてほしいと願わずにはいられなかった。 

 

○  ３月１０日(木)の「ＮＨＫスペシャル」を見て、残された人々の思いを吐露する

場があるのはよいことだと思った。放送後、あの場所を訪れる方が増えたのではな

いか。 

 

○  ３月１１日(金)のＮＨＫスペシャル「私を襲った津波～その時 なにが起きたの

か～」(総合 後 8:00～8:43)では、津波の恐ろしさをスーパーコンピューターによ



6 

るシミュレーションで再現しており、その衝撃的な映像は、ある意味では画期的だ

とも感じた。津波に襲われた方たちの証言が、再現ＣＧと合わせて紹介されること

で、よりリアルに伝わってきた。次なる災害への備えという観点からも、未来に残

してほしい番組だ。 

 

○  ３月１１日(金)の「ＮＨＫスペシャル」は、津波がどのように人々を襲ったのか

をＣＧを駆使して紹介しており、実際に避難するときにどう行動するべきかを映像

として示していた。こうした番組を後世へ残していく大切さを再認識した。 

 

○  ３月１１日(金)の「ＮＨＫスペシャル」は、津波の脅威をわかりやすく示した有

意義な番組だった。地球の構造から言って、これだけの大地震はまた必ず起こるの

で、それにどう備え、対応するのかが人間の知恵だと思う。かさ上げや高台移転は

合理的だと思うし、このような番組を教訓として、悲劇を繰り返さないための方策

を引き続き考えていく必要がある。 

 

○  ３月１２日(土)の「特集 明日へ つなげよう」(総合 前 9:30～11:25、後 0:15

～0:42、後 4:02～6:40)の中で、糸井重里さんが伊東敏恵アナウンサーに「ＮＨＫ

はどうして震災５年を暗いトーンと音楽で伝えるのか」と問いかけ、伊東アナウン

サーは「誰に向けて、誰のために、何のために放送するのか、スタッフ全員が迷っ

ている」、柳澤秀夫解説委員は「反省の意味も込めて、否定的に伝えることで伝え

る側が自己満足しているのではないか」と応じる一幕があった。最も厳しい部分を

伝えるのも報道の役割だが、そうした部分だけではなく、全体をバランスよく伝え

ていく大切さを考えさせられた。 

 

（ＮＨＫ側） 

糸井さんからの指摘は、あの番組に限らず、すべての番組制

作者に向けられたものだと理解している。番組をどのように放

送していくか、誰に向かって放送しているか、答えはないかも

しれないが、常に迷い、考えている。震災から６年目に入るが、

震災を扱った番組に終わりはないので、さまざまなご意見を

しっかり踏まえて取り組んでいきたい。 

 

○  ３月１２日(土)の福島アーカイブス(Ｅテレ・福島単 後 1:00～3:00)は、震災に

関連した番組を 2012 年から 2015 年まで１年に１本ずつ選び、それらをまとめて放

送していたが、番組の選択がとてもよく、福島県だけの放送だったのがもったいな

いように感じられた。 
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○  ３月１２日(土)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「“２６兆円” 復興はどこ

まで進んだか」(総合 後 9:15～10:13)では、復興の進み具合を分野ごとに検証し

て、効果の有無や格差に着目し、今後の課題を描いていた。自立のための人づくり

に取り組むＮＰＯへの交付金の打ち切りが相次いでいるのが印象的だった。５年が

経過したことで、復興のための予算もこれから急に減ることが予想されるので、そ

のことによる弊害が生じていないか、しっかりチェックする役割をＮＨＫに期待し

たい。 

 

○  ３月１２日(土)の「ＮＨＫスペシャル」は、２６兆円もの予算がどう使われたの

かについて、膨大なデータを集めて分析し、多くの人の疑問に応えていた。被災地

は日本の２０年後を表しており、人口減少と高齢化の問題が復興を難しくしている

と解説していたが、被災地に暮らす人の気持ちを考えると、やや違和感を覚えた。

被災地以外に向けられた番組だったのではないかという印象だ。 

 

○  ３月１３日(日)の「赤宇木(あこうぎ)」(ＢＳプレミアム 後 2:00～3:59)は、以

前「東北Ｚ」で放送された「１００年後の誰かへ ～浪江町赤宇木・村の記憶(戦

前編)・(戦後編)～」のまとめのような番組で、はじめより見やすくなっていた。

また、全国で放送されてよかった。 

 

○  ３月１３日(日)のＮＨＫスペシャル「原発メルトダウン 危機の８８時間」(総

合 後 9:00～10:29)は、現場の人たちの苦闘がよく伝わってくる番組だった。しか

し、番組内で「メルトダウンが始まっていた」と、あっさりコメントされていた。

東京電力がメルトダウンを認めたのは事故から２か月後だったし、それを判断する

基準があったと分かったのはつい最近のことだ。メルトダウンが起きていたのが早

い段階で分かっていたのであれば、国民に適切に伝えるべきで、そのことに触れる

ことなく番組が進行していったことに違和感を覚えた。 

 

○  ３月１４日(月)の東北発☆未来塾 井筒和幸の映画塾「告発に必要なもん 教え

たる！」は、放射能をゾンビに見立てたシナリオ作りが斬新だった。次回からは映

画を撮り始めるが、井筒さんが塾生をけん引していく姿に感心しており、今後も楽

しみにしている。 

  震災を扱った番組は、被災者側に立った番組と被災地以外の人に向けた番組に大

別できると思った。「明日へ つなげよう」などは被災者側に立っており、「ＮＨＫ

スペシャル」などは被災地以外の人たちに向けられた番組だったように思える。被

災地以外の地域では「もう震災関連番組はたくさん」という声もあると聞くが、自
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分と直接関わりがなければそう感じるのもわからないではない。震災５年という大

きな節目を越えたことで、これからどのようにバランスをとって震災に関連した番

組を制作していくのか注目している。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月１９日(金)のクローズアップ東北「日本酒にカンパイ！～酒どころ東北蔵元最

前線～」(総合・東北ブロック(除く青森) 後7:30～7:55)は、日本酒が若い世代に人気

であることや、取り上げられていた蔵元が業績を伸ばしている点に驚いた。 

 

○  ２月２５日(木)の「ニュースこまち」(総合・秋田単 後6:10～7:00)では、フリース

タイルスキーワールドカップ秋田たざわ湖大会の直前情報として、採点方法や若手の

注目選手を取り上げており、地域の放送局として大会を盛り上げようとする姿勢が伝

わり好ましかった。ランキング上位の海外選手の活躍に目が行きがちだが、日本人選

手をしっかり取り上げていたのもよかった。 

 

○  ２月２８日のＮＨＫスぺシャル「難民大移動 危機と闘う日本人」(総合 午後9:00

～9:49)は、シリア難民が世界的な問題となる中で、適切な時期の放送だった。シリ

ア難民についてはあまり身近に感じたことがなかったが、今世紀最大の人道危機とい

う表現もされるように、460万人以上が難民となり、受け入れをどのようにすすめて

いけばよいか、その規模は想像も及ばない。厳しい現場で実際に奮闘している日本人

の姿を見て、問題を身近なものとして捉えることができた。 

 

○ ３月３日(木)のクローズアップ現代「“新たな成長”は実現できるか～中国経済の行

方～」では、中国経済の低迷ということが一般論のように言われているが、いわゆる

“ゾンビ企業”と呼ばれる国有企業の改革や、消費主導経済への移行政策などを例に、

どのように課題を乗り越えていこうとしているかを具体的に示していた。改革の道筋

は分かったが、例えば起業に関しては知的財産の保護などの環境が完全には整ってい

ないこと、新型都市に関しては食料問題や広大な国土に広がる多くの農民を集約する

難しさなどから、政府が期待する効果を得るのは難しいのではないかというのが率直

な感想だ。 

 

○  ３月３日(木)から第２シーズンが始まった「浦沢直樹の漫勉」(Ｅテレ 後11:00～

11:44)を楽しみに見ている。今年度この時間帯では「亀田音楽専門学校」「岩井俊二

のＭＯＶＩＥラボ」も放送されているが、どの番組も４回ずつとコンパクトなシリー

ズ構成で、気張らずに見られるようになっている。続編を期待したい。 
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○  ３月５日(土)のＢＳ１スペシャル「マネーの狂わせた世界で金融工学者の苦悩と挑

戦」(ＢＳ１ 後10:00～10:50)は興味深い番組だった。必要なところにマネーが行き

渡っていない現状を打破しようとする金融工学者、ジョン・ソーを取り上げ、貧困層

に金を回すことは利益をもたらさないというこれまでの定説を乗り越えるため、そこ

を立て直すことで経済を成長させるソーシャルインパクト、社会的貢献投資を打ち立

てようとする姿を見て心が動いた。サブプライム問題のときにリーマン・ブラザーズ

で働いていた経験が彼を駆り立てる原動力となっているというエピソードが番組全

体に深みを与えていた。 

 

○  ３月１４日(月)の「『精霊の守人』のナゾをとけ！ 食わず嫌いのための大河ファン

タジー入門」(総合 後8:00～8:43)は、番組宣伝としてもおもしろかったし、原作者

の上橋菜穂子さんのおちゃめな人柄を知ることができ微笑ましく見た。ドラマは１９

日(土)からの放送だが、2007年には当時のＢＳ２で同作のアニメが放送されており、

ドラマの盛り上げを図る意味でも、この機会に再放送してはどうか。 

 

○  ３月１５日(火)の「よみがえりマイスター」(総合 後10:00～10:48)では、形あるも

のを修理するこれまでのエピソードとは異なり、カレーの味をよみがえらせる挑戦

だったので驚いた。厨房の調査や常連客による試食を積み重ねて最終的に味を再現し

たマイスターの技術にうならされた。 

 

○ 「真田丸」を毎週楽しみに見ている。オープニングのタイトルバックはすばらしい

が、毎週見ていると、時間の長さもあって飽きたと感じるときがある。しかし、ドラ

マの内容はなかなか充実しており、脚本の三谷幸喜さんの個性であるコメディー色が

抑え気味なのもよい効果をもたらしている。 

 

○ ここ数年の大河ドラマは途中で見るのをやめてしまっていたが、今回の「真田丸」

はストーリーや駆け引きがおもしろく、飽きずに見ている。ここまでのところは主演

の堺雅人さんより草刈正雄さんの方が目立っている印象を受ける。女性陣のせりふの

言い回しが妙に現代らしく、違和感を覚える場面が散見される。ストーリーがよいの

で、今後の展開に期待したい。 

 

○ 原発事故を扱った番組でも意見があったが、ＮＨＫには公共放送として事実をき

ちんと伝えてほしいということをあらためて申し上げたい。最近の例で言うと、「保

育園落ちた日本死ね」というインターネットへの書き込みが話題になっているが、そ

れを受けた国会論戦や政府の対策を取り上げるだけではなく、保育園は本当に少ない



10 

のか、施設はあるが保育士が少ないのか、あるいは運営のための予算が不足している

のかなど、客観的な事実を積み上げ番組で検証してはどうか。保育園のほかにも、介

護施設や年金の問題など、私たちが分からないような問題に事実をもとに鋭く切り込

むような番組を期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

たいへん貴重なご指摘やご意見をいただいた。震災から６年

目に入るが、この後も引き続き震災関連の取材、放送が続いて

いくので、ご指摘いただいた点をしっかり生かしてよりよい番

組をつくっていきたい。 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年２月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会 

 

２月のＮＨＫ東北地方放送番組審議会は、１８日(木）、パレス宮城野 会議室におい

て８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２８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２８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、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  小林 好雄    ((株)出羽庄内地域デザイン 代表取締役) 

   委 員      伊藤 一弘  （ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事） 

伊藤 洋平  （秋田清酒（株） 代表取締役社長） 

照沼かほる  （福島大学 行政政策学類教授） 

長谷川 登 （東北電力（株） 常務取締役） 

藤沢 清美  （(一社)岩手県芸術文化協会理事） 

山田 理恵 （東北電子産業（株） 代表取締役社長） 

 

（主な発言） 

 

＜「平成２８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＞ 

 

○ 録画視聴が増えるなか、視聴率の意味合いが変質してきているように思える。視聴

率以外の指標について、どのように考えているか聞きたい。また、民放も含めた放

送局全体の動きを教えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

視聴率は、ＮＨＫのコンテンツがどのように届いているかを

測る物差しとしては、幅が狭いものになってきていると考えて

おり、経営計画でもトータルリーチを開発すると掲げている。

ただ、全てを一つの物差しで測ることは難しいとも考えている。
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放送の接触率も、リアルタイム視聴と録画再生、有料だがＮＨ

Ｋオンデマンドを通じて視聴する場合がある。さらに、教育コン

テンツは「ＮＨＫ ｆｏｒ Ｓｃｈｏｏｌ」を通じて見る方法

もあり、ＮＨＫのコンテンツに触れていただく経路、伝送路は

広がってきている。全体像を正確に把握し、総体としての接触

率を高めていくことが、受信料をきちんと使って視聴者、国民

の方々に我々のコンテンツを利用していただくことにつながる。

具体的な録画再生率に関しては、例えば大河ドラマ「真田丸」

は総合テレビの視聴率が１８％から１９％程度だが、ＢＳプレ

ミアムの先行放送が５％、録画再生が６％程度ある。単純に足

し合わせることはできないが、こうした事例も踏まえながら、

どのようにコンテンツが届いているのか考えていきたい。 

一方、民放については、視聴率がビジネスモデルの物差しに

なっている点がＮＨＫとは異なる。録画再生でコマーシャルを

見てもらえればスポンサーにとっては同じ効果があるので、そ

の分は視聴率に上積みできるのではないか。しかし、録画の場

合はＣＭを飛ばして見る機能があり、それらを踏まえてどのよ

うに考えていくかについては、民放のビジネスモデルに関わる

ことなので、今まさに検討を始めているところのようだ。 

視聴率については、ビデオリサーチ社が仙台では200世帯、

関東では600世帯のようにサンプルを設定して調査している。

一方、デジタルコンテンツは、実際にどれだけの方が接触した

のか正確な数がわかる。それらをどのように指標化していくの

かについては、アメリカやイギリスの事例も参考にしながら勉

強しているところだ。最終的にはＮＨＫと民放が同じような物

差しで比べられるようになるのが理想だが、今はまだ緒につい

た段階だ。 

 

○ 地域活性化に積極的に貢献するとうたわれているが、地方創生が各地域で大きな課

題になっているので、地域の魅力を全国に発信する取り組みを強化してほしい。具

体的には、平日の午後２時台という放送枠で地域の情報を発信するとのことだが、

現役世代も見られる時間、たとえば土日などの放送枠も検討してほしい。また、国

際発信の強化もうたわれている。特に東北地方は東日本大震災以降、世界から実直

でまじめな人が多いという捉え方をされることが多いと思うが、それだけでは不十

分だと考えている。北国特有の厳しい自然と対峙（たいじ）する中で生み出された

豊かな暮らしや文化を掘り下げて世界に発信してほしい。 
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   魅力的なコンテンツの開発・制作が掲げられており、たとえばＢＳプレミアムの

「スーパープレミアム」などの番組に期待している。過去に放送された「夢であい

ましょう」のように、ＮＨＫらしい上質なエンターテインメント番組、大人がぜひ

これを見たいと思える番組が多く放送されることを期待したい。ユーモアのある司

会者や、優秀な放送作家を見いだしていくことも大切だと考える。 

   具体的な番組では、ラジオ第２で「ＮＨＫ高校講座 仕事の現場ｒｅａｌ」が新

設されたが、こうした趣旨の番組はラジオだけではなくテレビでも編成されると、

高校生にとってより有意義なのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

地域の魅力を全国に発信する番組を、土日にもできるだけ編

成していきたい。例えば「ブラタモリ」では、それぞれの地域

のよさを発信したい。 

また、地域の番組を英語化して国際放送で発信する取り組み

も強化していきたい。 

魅力的なコンテンツやＮＨＫらしい良質なエンターテイン

メント番組については、民放と補完し合いながら、それぞれよ

い番組を出していきたいと考えている。民放のまねではなく、

ＮＨＫらしい番組で、なおかつ幅広い世代の方々に見ていただ

き、楽しんでいただける番組を制作していきたい。 

「ＮＨＫ高校講座 仕事の現場ｒｅａｌ」に関してだが、Ｅ

テレには「人生デザインＵ－２９」という番組があり、２８年

度も継続する。仕事を頑張っている若い人を取り上げ、一つ一

つの職業の魅力やおもしろさ、大変さや苦労をドキュメンタ

リー形式で伝えている。 

 

○ 地域の活性化に積極的に貢献するという部分に関連するが、「地域づくりアーカイ

ブス」というサイトがある。たいへん参考になるが、ボリュームが不足しているのが

残念だ。掲載されている動画は、およそ１０分以内の長さだが、取材を深めていくこ

とで、１本の番組に発展させていくことも期待できる。地方創生のヒントになるよう

な取り組みが多く取り上げられるよう期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

「地域づくりアーカイブス」は、全国放送の番組で取り上げ

られた地域の取り組みの中で、地域を活性化させるヒントとな

る部分を集めたものだ。１本の番組にすると長くなってしまい、
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かえって総覧することが難しいため、ポイントを絞った動画を

掲載している。今後も、地方創生に関連した番組を放送するた

びに、内容をより充実させていきたい。 

 

○ 震災に関連した話題が「クローズアップ東北」をはじめとした地域放送番組で数多

く取り上げられている。委員会の中では全国で放送してほしいという意見がよく出る。

被災者の中では忘れ去られることが一番の悲しみだという意見もあることから、よく

選んだうえで全国放送してほしい。 

 

＜「平成２８年度東北地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○ 東北を訪れる外国人旅行者数増加の取り組みは、2020年の東京オリンピックも控え

ていることから、千載一遇のチャンスだと考えている。しかし現状は、外国人旅行者

数は東北６県を合算しても、函館市に及ばないというショッキングな数字がある。東

北の魅力を世界に発信する番組を制作し、海外の方々に見てもらえる仕組みを整備し

てほしい。 

 

○ 東北の各地で、外国人旅行者数増加に向けて、彼らをモニターとして受け入れるツ

アーが行われている。東北を訪れた海外の方がどのような反応を示したかを番組で取

り上げ、さらには海外にも発信できれば、外国人旅行者数増加の一助となるのではな

いか。 

 

（ＮＨＫ側） 

国際発信に関して、海外の方に東北へ多く来てもらおうとい

う取り組みは、新年度の番組編成にあたって大きなテーマの一

つだ。地域放送番組の国際放送への展開は、何らかの形で結実

させたいと考えている。 

 

○ 各局が人口減少の問題を取り上げる点は評価したい。さまざまな組織や産業で担い

手が不足しており、魅力ある地域づくりや課題解決に向け試行錯誤が続く中で、成功

事例が番組で紹介されるとやる気を与えられる。 

  ＴＰＰ・環太平洋パートナーシップ協定の大筋合意が農業に及ぼす影響はこれから

より鮮明になってくる。特に小規模農家が生き残っていけるかどうかは東北にとって

重大な問題だ。地域で頑張っている人たちを応援するためにも、問題点や課題を取り

上げ、成功事例や新たな取り組みを丁寧に紹介してほしい。 

  秋田放送局の重点事項では、国指定の重要無形民俗文化財の数が日本一で、その継
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承・発展に貢献すると掲げられているが、遠い祖先が祈りと娯楽の対象として生み出

した伝統芸能を未来につなげていくことは意義深いことなので、東北各県の民俗芸能

の魅力を広く紹介してほしい。 

 

○ 人口減少の問題に加えて、企業の事業承継に関する問題や廃業の問題も、東北地方

では特に深刻なので、経済や産業の話題も広く取り上げてほしい。一方で、課題や苦

労を示すだけでは見ている側も暗くなってしまうので、成功している事例や、そのヒン

トをうまく取り上げ紹介してほしい。 

  東北地方とひと言で言っても、自分もまだ知らない場所がたくさんあり、あまり知

られていない観光地やおいしいものが多くあるのではないか。その魅力を掘り下げて

広く発信するのは大切なことだ。海外に発信することはもちろん重要だが、私たち自

身が自分の暮らす県以外の東北各県のことを深く知ることがまず大切だと思う。東北

地方は方言の宝庫であり、それもまた地域の魅力だと思う。外国語は辞書を引けばわ

かるが、方言についてはそれができないので、番組で楽しく取り上げてみてはどうか。 

 

○ 地域で制作した番組を全国放送することや、海外へ発信することにいっそう力を入

れて取り組んでほしい。 

  復興という言葉では捉えられない事象や、復興の影に隠れてしまう話題が数多くあ

る。そういった面についても丁寧に取材し紹介してほしい。東北で頑張る人々の姿だ

けではなく、つらい境遇に置かれた人々の姿についても、うまくバランスをとりなが

ら伝えてほしい。 

  若者のテレビ離れの流れはすぐに止められないかもしれない。彼らに見てもらえる

ような番組づくりはもちろん大切だが、年配の方々にとってはテレビの影響力が大き

いので、年配の方々が若者のことを知り、理解できるような番組を制作してみてはど

うか。 

 

○ 昨年１２月の視聴番組だった東北Ｚ「鉄・分・補・給 ～東北全県制覇・鉄道を味

わい尽くせ！～」は、東北各県の話題が取り上げられており、委員からも好評意見が

多かった。東北の連携という意味では、各県ごとの放送ももちろん大切だが、各県の

魅力をまとめて、東北全体で放送することにも意義があると考えている。 

 

○ 諮問された「平成２８年度東北地方向け地域放送番組編集計画(案)」については、

委員から出された意見の趣旨が具体的な番組編成のうえで生かされることを前提に、

番組審議会として原案を可とする答申をしたい。異議はないか。 

 

○  異議なし。 
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（ＮＨＫ側） 

答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画につい

て決定し、３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月２９日(金)のクローズアップ東北「俺たち 日本の漁業を変える！～震災５

年・若手漁業者の挑戦～」では、若い漁業者たちがみずから消費者に売り込む姿が取

り上げられていた。震災を契機に考え方や生き方を見つめ直す若者が多く、とても誇

らしいし心強い。水揚げ高は回復してきているものの、漁業者が激減している状況は

各県共通の課題だ。漁業に限らず農業にも言えることだが、自分で生産・加工し、商

品をいい状態で消費者に直接届ける「６次化」が求められている。ただ市場に出すだ

けでは、いくらいい商品でも、自分たちで値段を決められない。その構造を打破して

いく取り組みに期待したい。 

 

○  １月２９日(金)の「クローズアップ東北」では、被災した３県の漁業従事者数が激

減していることが示されていたが、震災によるものなのか自然減なのかも含め、より

丁寧な説明が必要だと感じた。生産者から消費者へ直接商品を届ける取り組みは農業

の分野では以前からあるので、特に目新しさは感じなかったが、漁業でもこのような

動きがあることを知ることができよかった。 

 

○  １月２９日(金)の東北Ｚ ＴＯＨＯＫＵメンコイらぼ「ほっこり 冬を照らす“あ

かり”」では、生活に根差した古くからの伝統と美術工芸品としての価値を今に伝え

る会津の絵ろうそく、漁業に使う浮き球の素材がガラスからプラスチックへ変化した

ことで業績が悪化したガラス業者が技術を活用して消費者の支持を得た青森の津軽

びいどろ、震災で壊滅したが不屈の闘志で復活した亘理のイチゴの電照栽培、この３

つが紹介されていた。来年度の編集計画に掲げられている「東北の魅力を掘り下げて

伝える」という趣旨に沿ったいい切り口だった。今後も地域の前向きな取り組みを数

多く紹介し、勇気を届けてほしい。 

 

○  ２月１２日(金)のおばんですいわて(総合・盛岡単 後6:10～7:00)で、奥州市胆沢区

の「農はだて」を紹介していた。縄をなうのがハイライトのイベントだが、リポーター

が「縄を編み上げる」と表現していたことに違和感を覚えた。 

 

○  ２月１２日(金)の宮城！やっぺぇＴＶ「希望の街、列車が走る ～石巻線・ゆめの
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まち列車プロジェクト～」(総合・仙台単 後8:00～8:43)では、女川小学校の６年生

５１人が列車に自分たちの絵を描きラッピング列車として走らせる取り組みが紹介

されていた。絵本作家の荒井良二さんと子どもたちのやりとりに感心し、列車にも

乗ってみたくなった。 

 

○  ２月１２日(金)のウオッチＡ「激論ライブ！人口減少～秋田は活性化するか否か

～」(総合・秋田単 後8:00～8:43)は、激論というタイトルだったものの内容は抑制

が効いており、各地域の取り組みが分かりやすく説明され、落ち着いて見ることがで

きた。ご当地ヒーローやご当地アイドルが登場する場面もあり、楽しく見られた。人

口が減少する中で、どのように地域を持続可能な形で残していくかを考えるとき、今

は各地の取り組みそれぞれが個別的に行われており、連携が不足しているように思え

た。同じ秋田県の中でも知らない取り組みもあったので、年に何回か放送し、それぞ

れの取り組みをつなげる役割を期待したい。 

 

○  ２月１２日(金)の福島スペシャル「いつもでない一枚～南相馬市原町区の写真館か

ら～」(総合・福島単 後7:30～7:55)は、心にしみ入るような内容で、写真の持つ力

をあらためて感じると同時に、悔しさも静かに伝わってくる番組だった。福島県域で

の放送ではもったいないと感じた。 

そのあとに、ＮＥＸＴ 未来のために「社員たちの原発事故／東京電力 復興本

社」(総合・福島単 後8:00～8:29)が放送されたが、「福島スペシャル」とはまた別の

視点に立った番組で、いろいろと考えさせられる番組編成だった。東京電力の社員

が、信頼回復のために家屋の掃除や庭の草刈りを行っている様子を紹介しており、

「許していただきたいが、許されないと思う」という最後のコメントがとても切な

かった。 

 

○  １月１７日(日)の日曜美術館「藩を救った名画～“夷酋列像”蠣崎波響(かきざき

はきょう)～」では、松前藩主の五男に生まれた蠣崎が武士でありながら絵の才能を

いかして藩の危機を救ったエピソードが丁寧に紹介されていて興味深く、また描かれ

た絵も素晴らしかった。 

 

○  １月２７日(水)のクローズアップ現代「“副作用”がわからない ～ワクチン早期

導入をはばむ壁～」は、子宮頸（けい）がんワクチンに関する内容だった。この問題

は以前にも番組で取り上げられており、その後の動きが丁寧に紹介されていた。アメ

リカの事例との比較もわかりやすかった。この問題はまだ解決までの道のりがあるの

で、継続取材し取り上げてほしい。 

   また、２月１７日(水)は「黒字企業が消えていく ～自主廃業３万社の衝撃～」で、
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後継者不在のため廃業に追い込まれている中小企業を取り上げていた。中小企業の場

合、先を見通すことが難しく、強みを生かすための支援が必要という部分には納得し

たが、「国全体の問題で、若者の意識改革が必要」という結びは物足りない気がした。

これも続編へとつなげてほしいテーマだ。 

４月からタイトル・放送時間が変わるが、これまでと同様、タイムリーな話題を取

り上げる回と、問題をじっくり掘り下げる回、どちらにも期待している。 

 

○  １月２７日(水)の探検バクモン選「ハンセン病を知っていますか」は、大切なこと

が風化しないよう取り上げた点が有意義で、悲惨で残酷な歴史を再認識した。患者の

平沢保治さんが語るエピソードは非常に重いものだったが、「人間は生きようとすれ

ば常に光明はある」という言葉はたいへん印象的だった。 

 

○  １月２８日(木)の英雄たちの選択「知りすぎた男たちの挑戦  蛮社の獄 渡辺

崋山と高野長英の決断」。２人が出会い、飢きん対策の作物として早蕎麦（そば）と

ジャガイモの栽培法を広く紹介したことや、幕府の方針に異を唱えて罪に問われたエ

ピソードが分かりやすく紹介されていた。岩手県水沢市には高野長英記念館があり、

あらためて行ってみたいと思った。 

 

○  １月３０日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達(たち)「厚切りジェイソン×

金田一秀穂 ～日本語ＶＳ．英語 深すぎる真実～」は、人選がよく、お互い日本語

と英語のおかしい部分を指摘しあう内容が興味深かった。この番組には、さまざまな

ジャンルの方が出演しているが、今後も期待したい。 

 

○  ２月１日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀・選「“恐れの先に、希望がある”

小児外科医・山髙篤行」は、まさにプロフェッショナルと呼ぶべき人物を取り上げて

おり素晴らしかった。山髙医師の「何十年っていう人生が待ってるわけだし、普通の

子と同じように生活ができる子にしてあげたい」「大きい手術、難しい手術があると

怖い。だけど怖いから、一生懸命勉強する」といった言葉が随所に盛り込まれており、

番組に迫力を与えていた。 

 

○  ２月７日(日)のＮＨＫスペシャル「ＣＹＢＥＲ ＳＨＯＣＫ(サイバー ショック)  

狙われる日本の機密情報」(総合 後9:00～9:49)は、深い取材と分かりやすい編集で

問題を提示しており、ショッキングで怖い内容だった。メールやホームページを使用

したサイバー攻撃の実態が生々しく紹介され、サイバー攻撃が国の土台をむしばんで

いく姿を象徴的に描き出していた。 
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○  ２月９日(火)のクローズアップ現代「がんを“生き切る” ～残された時間 どう

選択～」は、自身もがんと闘われているゲストの樹木希林さんのコメントにたいへん

含蓄があった。また、番組の最後で「国谷さんに会いたいから出演した。ＮＨＫは大

変な財産を持っている」と発言されたことに驚いた。国谷裕子キャスターは新年度か

ら交代されるとのことだが、性別や年代を超えて言葉が響くキャスターだと思うので、

ほかの番組に出演し活躍されることを期待したい。 

 

○  ２月１３日(土)に再放送されたザ・プレミアム「歴史エンターテインメント“大江

戸炎上”」(ＢＳプレミアム 後2:00～3:59)は、現代の政治やまちづくりにもつながる

ような示唆に富んでいた。保科正之や松平信綱の生い立ちをたどりながら思考の原点

を探ったり、歴史学者の磯田道史さんや脳科学者の中野信子さんが保科と語ったりす

る手法を用いて、おもしろい番組になっていた。江戸時代の幕閣が、民を生かしてこ

そまちや国が潤うと考えていたことは現代にも通じるように思える。 

  

○  ２月１３日(土)と１４日(日)のＮＨＫスペシャル 司馬遼太郎思索紀行 この国の

かたち(総合 後9:00～9:49)は、日本人とは何かということを考えさせられる、ＮＨ

Ｋらしい見ごたえのある番組だった。 

 

○  ２月１３日(土)に最終回を迎えた土曜ドラマ 逃げる女(６)「滅びぬ愛」は、えん

罪や児童虐待、女性の複雑な人間関係といった問題を丁寧に扱っており、とてもよい

ドラマだった。鎌田敏夫さんの脚本や、水野美紀さんや仲里依紗さんをはじめとした

キャストが素晴らしかった。土曜ドラマは、この前に放送していた「破裂」もよかっ

たので、今後も楽しみにしたい。 

 

○  ２月１４日(日)のＮＨＫとっておきサンデーは、ＶＦＸについて紹介していた。Ｎ

ＨＫはＶＦＸや小物にとても力を入れていると聞いていたが、ＶＦＸの技術で何もな

いところに城を描き出す様子を目の当たりにすると、その高度な技術にあらためて感

心した。出演者だけではなく、周りの技術スタッフも番組制作において重要な役割を

果たすことを再認識した。 

 

○  ２月１４日(日)に再放送された、「教科書が変わる！？日本人のルーツをさぐる

旅」(総合 後4:05～5:18)は、縄文文化の素晴らしさを再認識できた番組だった。Ｄ

ＮＡ鑑定を通じた、日本人がどこからやってきたかという考察が分かりやすく、また、

食やペット、アクセサリー、土偶などさまざまな側面から縄文時代の暮らしぶりを鮮

やかに描き出しており楽しめた。 
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○  ２月１７日(水)のアナザーストーリーズＳＰ「これがリアル“あさ”だ！女傑 広

岡浅子」(ＢＳプレミアム 後9:00～9:49)は、とても楽しめた。大日本女性人名辞書

に掲載されていた2000人以上の女性の中から広岡浅子を見つけ出し、30年前に古川

智映子さんが著した小説「土佐堀川」を原案としたドラマが現在ヒットしていること

がたいへん興味深い。内容的には「歴史秘話ヒストリア」で扱ってもよいように思え

たし、たとえば年末年始に総合テレビで放送したら、より効果的だったのではないか。

「アナザーストーリーズ」は４月から第２期が始まるとのことで楽しみにしている。 

 

○  「あさが来た」を楽しみに見ているが、ストーリー上では年月がたっていても、出

演者が年をとったように見えず、画面上で年月の経過が感じられないように思える。

最近では波瑠さん演じるあさと娘が親子ではなく、姉妹のようにも見える。白髪を増

やすなどの工夫がもっとあると、より分かりやすくなるのではないか。 

 

○  「あさが来た」は女性経営者の話なので、古いやり方を改めることや、社員教育、

組織のつくり方など、参考になる部分があるし、ドラマの中で主人公が感じる壁は、

現代にも通じるものがあり共感している。ドラマを見てから会社に行くと「自分も頑

張らなくてはいけない」と思う。 

 

○  最近、「地域発ドラマ」が総合テレビで放送される機会が多く、好ましく見ている。

ＢＳの放送だけでは、ドラマに関わった地域の方々に広く届けられないので、総合テ

レビでの編成はいいことだ。２８年度も制作予定があるが、初回から総合テレビで放

送することも検討してはどうか。 

 

○  ドラマ１０の「愛おしくて」は、ドロドロとしたストーリーのドラマだが、黒土三

男さんのオリジナル脚本がよく生きており、秋吉久美子さんをはじめとした出演者の

演技もすばらしい。黒土さんは藤沢周平の「蝉しぐれ」の映画やドラマの脚本を手が

けられた方でもあるので、再び藤沢作品の映像化を期待したい。 

 

○  スマートフォン用アプリ「ＮＨＫ プロフェッショナル 私の流儀」が、身近な学

生の間で話題になっている。写真や動画を撮り、最後に流儀を入力すれば、「プロ

フェッショナル」風の動画が作成できる。学生どうし、あるいは先生との間でよいコ

ミュニケーションが構築できるツールになっている。 

 

（ＮＨＫ側） 

東北地方向け地域放送番組の編集計画を了承いただいた。頂

戴したさまざまな意見を来年度の番組編成に生かしたい。特に、
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東北の自然、風土、それから人のよさや文化・芸能については

域内各局が連携して掘り下げて伝え、またそれを海外にもしっ

かり発信していきたい。 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８年１月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会 

 

１月のＮＨＫ東北地方放送番組審議会は、２１日(木)、ＮＨＫ仙台放送局において、

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「大切な人を失ったからこそ… ～

階上中学校卒業生５７人の５年～」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月の番組編成の説明、放送番組モニター報告と視聴者意向報告が行われ、

会議を終了した。 

 

(出 席 委 員 )  

   委 員 長  藤代 哲也  ((株)七十七銀行 常務取締役) 

   委 員      伊藤 一弘 (ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事) 

寺島 英弥 (河北新報社 編集局編集委員) 

照沼かほる (福島大学 行政政策学類教授) 

長谷川 登 (東北電力(株) 常務取締役) 

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) 

山田 理恵 (東北電子産業(株) 代表取締役社長) 

 

 

(主な発言) 

 

＜クローズアップ東北 

「大切な人を失ったからこそ… ～階上中学校卒業生５７人の５年～」 

(総合 1 月 8 日(金))について＞ 

 

○ 震災で同級生３人が犠牲になった階上中学校の卒業生が、震災から５年を経て、ま

もなく成人式を迎えるこのタイミングでの放送はタイムリーで適切だった。一見シン

プルだがとても丁寧に制作されていた。番組冒頭、卒業式での答辞の中で「必ずよき

社会人になります」ということばに心を揺り動かされた。 

  番組では卒業生４人を描いており、それぞれのことばがとても頼もしく思えた。滝

田真央さんは、今も亡くした親友のことを思っていることがよく伝わってきた。同じ

高校に２人で行くはずだったことや、彼女の制服を譲り受けたエピソードは、見てい

て切なくなった。春からは写真館で働くとのことで、「震災もひとつの出来事で、全
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部今までのことを含めて自分があってこの仕事を選んだのかなと思う」というコメン

トが心強かった。梶原裕太さんは、生徒会長をしており答辞を述べたが、相棒だった

副会長の畠山郁也さんを亡くし、海を眺めているシーンが切なかった。自分にできる

ことを考えて高専に通い、地盤を改良する会社に勤めるとのことだが、胸を張って社

会貢献していると言える業種を選んだと誇らしげに話している場面が印象深かった。

髙橋菜都美さんは、同級生４０人以上が気仙沼を離れる中、自分は残ることを選んだ

が、地元に居続けることが自分の役目と考えていることが心強く思えた。高橋駿さん

は父親の死をはじめは受け入れられずにいたが、寄せ書きの「あんたの息子でよかっ

た」というメッセージと、自分も父と同じ水産関係の仕事に就くことに胸を打たれた。 

  番組の最後は久しぶりの帰省の場面で、思ったよりもあっさり描かれていたように

感じたが、かえって余韻が残るようで効果的だった。 

  制作にあたって、彼らの取材はどのくらいの期間行ったのか、また、これまで彼ら

を取り上げた機会はあったのか。犠牲になった３人のうち小野寺未有さんだけエピ

ソードの紹介がなかったのはなぜだったのか。 

 

(ＮＨＫ側) 

５年前の卒業式のときの答辞の様子を収めた映像があり、その後も取材

を続けてきたが、一部の生徒はマスコミとの接触を避けており、一時は取

材できない状態だった。今回の番組を制作するにあたって、あらためて趣

旨を説明し、再び取材できることになった。小野寺さんのエピソードがな

かったことは、特に意識して排除したのではなく、結果としてそうなった。 

 

○ 卒業写真には５７人全員が映っているが、震災後の卒業式には３人がおらず、こと

ばにしがたい無常さを感じた。卒業式のシーンで象徴的だったのは生徒会長の梶原

さんが答辞の中で述べた「天を恨まず」と「運命に耐える」という２つのことばだ。

当時１５歳だった彼らが「よき社会人になる」という誓いをその後どのように実践し

たかを番組では取り上げていた。彼らの今の姿を見ていると、震災を経て大切な人を

失ったからこその人生観や職業観が感じられ、当時の経験が彼らの現在にどうつな

がっているかを見事に描き出していた。２０歳を迎えようとしている当時の生徒たち

が語ることばには芯が通っており、生きられない人もいた中で自分たちは生きている

ということを常に感じながら成長してきた彼らの姿が番組をより象徴的にしていた。

震災から５年を経て、卒業式など当時の映像を見ると、悲しい感情がよみがえってく

る。生徒たちの５年間をまとめてこの時期に編成したことは意義深い。 

  番組の最後の場面で、タイトルにもある「５７人の５年」という字幕が出たが実際

にその場にいたのは５人だった。うがった見方かもしれないが、番組のために呼びか

けたところ、結局それだけしか集まらなかったようにも見える。 
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(ＮＨＫ側) 

中学校に集まったのは１０人で、中学時代に埋めたタイムカプセルを成

人式のときに開けるために集まった実行委員会のメンバーだ。その様子は

今回の番組には時間の都合で入れられなかったが、１月１１日 (月 )の

「ニュースウオッチ９」の企画で放送した。このあとも何らかの番組で放

送したいと考えている。 

 

○ ２８分という短い時間の番組だったが内容が濃く、仕上がりもよかった。まず冒頭

で紹介された全員が写っている卒業写真が印象的だった。また、卒業式で答辞を述べ

た梶原さんの顔つき、涙、そして「よき社会人になる」ということばに心を動かされ

た。そのことばのとおり歩んできた４人の姿を見事に描き出しており感動的な番組

だった。多感な時期の子どもたちに震災が与えた影響を再認識した。構成の面では、

大事な場面で彼らから発せられることばを、視聴者に訴えかけるように丁寧につなぎ

合わせて作られており、４人の発言は重みを持って伝わったと思う。 

  専門学校生の滝田さんの、文化祭のＤＶＤを見て当時を懐かしんでいる姿を見て、

映像の持つ力をあらためて感じた。人を喜ばせるために写真の仕事に就きたいという

思いに感動した。生徒会長で答辞を読んだ梶原さんの、高専を出たあと地盤改良の仕

事で社会貢献したいという高い志に感動した。地元に残った髙橋菜都美さんは、同級

生の分も地元の変化を見続けるという決意と、いつも自分がいるのでいつでも帰って

きてよということばに心強さを感じた。父親を震災で亡くした高橋駿さんは、はじめ

は気丈に振る舞ったが、火葬のときにこれまで泣けなかった分大泣きしたということ

で、母親がぼう然自失の状態だったなか、自分がしっかりしなくてはいけないという

思いやりがすばらしく立派な人だと感じた。自分も父親と同じ海に関係した仕事をす

るとのことで、今後にも期待したい。 

  最後のシーンは、懐かしい校舎を訪れ、岬で校歌を熱唱する様子だったが、心の底

から頑張ってほしいと願わずにはいられなかった。今回取り上げられた４人のほかの

方たちは今回紹介されなかったが、同じように頑張っていることを願い、エールを贈

りたい。 

震災を扱った番組は多くあるが、若者を取り上げる番組は大切で、完成度が高い貴

重な番組だった。 

 

○ まず、答辞の内容がすばらしかった。「命の重さを知るにはあまりにも大き過ぎる代

償でした」など、被災地の内外から大きな反響があったこともうなずける。この番組

は、印象的な答辞をきっかけに制作したものだと思うが、あの年代でこれだけの文章

を書けることにまず驚いた。 
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  ４人の若者に焦点を当てた番組だったが、同級生３人を震災で失い、そのうちの１

人は父親を亡くしたが、成人を前に、就職が決まった彼らから発せられることばには、

亡くなった人の分までしっかり生きて社会に貢献したいという決意があらわれてお

り感心した。写真館に勤めることが決まった滝田さんが、「震災もひとつの出来事

だった」と述べていたのは、彼女なりに震災の記憶に区切りをつけていたことの表れ

で、見ていて少し安心した。高橋駿さんは、はじめは父親の遺影を見ることもできな

かったところから、「あんたの息子でよかった」とか「父親のように生きていこう」

と、決意を述べられるようになり、時間が経過するにつれて自分の生き方を見いだし

ているようで心強く感じられた。 

  最後の場面、岬の暗闇で校歌を歌っている場面は感動的で、そこから新たなメッセー

ジが聞こえてくるようでもあり、いい終わり方だった。彼らのさらに５年後を取り上

げた番組も制作できるのではないか。 

 

○ 当時の生徒たちを継続して取材する難しさがあったと推察するが、番組ではいい話

を引き出していた。構成もよくとても感動的な番組だった。 

  気仙沼市の階上地区が番組の舞台だったが、この地区は海から近いものの、小高い

場所もあるという地理的状況、また、そういった小高い場所でも津波の犠牲になった

方がいるという背景を番組内で説明したほうがより丁寧だった。 

  震災から５年というのは一つの区切りの年月ではないだろうか。人々の気持ちはそ

れぞれ差があるものの、ようやく落ち着き始めたようにも思える。今回の番組で１５

歳から２０歳までの５年間に着目したのは、その気持ちの変化をとらえ、伝えていく

うえで適切だった。今後、たとえば震災から１０年といった節目を区切りとし、その

後の彼らを追った番組も見てみたい。 

 

○ 卒業式の答辞の中の「天を恨まず」ということばは反響を呼んだが、被災して間も

ない子どもがあのようなことを言うはずはないと思っていた。津波遺族の人にたく

さん会って話を聞いても、自分を責めたり、原因になったものを探して恨んだり、亡

くなった人に会いたいという気持ちが先に立ち、そのようなことを言う方は一人もい

なかった。梶原さんに当時の話を聞くと、用意した答辞を国語の先生に手直ししても

らい、それを読んだということで、やはりそうだったかと思ったが、今回の番組を見

て評価が変わった。５年たった彼の姿を見ると、答辞のことばを自分の腹に落として、

その通りに生きていることがわかり、ただ先生に言わされたのではなく、震災の体験

や答辞のことばが今の彼を形づくっていることがよく伝わってきた。 

  また、この番組では映像の力を強く感じた。震災前の様子を映したＤＶＤを見てい

る場面があったが、映像の中では亡くなった親友が元気な姿を見せており、当時と今

を重ねて５年の経過を追う手法に映像メディアならではの力を感じた。番組の中では、
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作り手の意図や影のようなものは感じられず、登場人物の５年間をすがすがしく、ま

たりりしく描き出していた。 

  復興というのは防潮堤や建物の再建、かさ上げだけではなく、一人一人の心から始

まるというメッセージが感じられた。何年か後に彼らが気仙沼に帰ってきて、力を合

わせたときに“本当の復興”が動き出すのだろう。 

 

○ 「しっかり生きなきゃと思う」「社会人になってお世話になった人に恩返ししたい」

「中途半端じゃいけない」そういったことばが２０歳になる人たちから次々と出てく

るところに感動した。１５歳の多感な時期に震災を経験したことで、何も経験してい

ない人たちよりもしっかりしており、さまざまなことを考えてきたのだろう。壮絶な

経験をしている子どもたちが５年後に何を考えているかを描き出したこの番組はと

ても意義深い。何も感じずにただ日々を過ごすのではなく、命の大切さや、しっかり

生きなくてはならないという思いがよく表れていた。 

  震災を経験した子どもたちにスポットを当てた番組やレポートはあまり目にしない。

あまりに小さい子は話せないし、衝撃が大きすぎて話せないということもあるだろう。

話ができる対象を見つけて取材することは難しかったと思う。震災の時には、私たち

がまだ知らないさまざまなエピソードがあるだろうから、その子どもたちの成長した

姿を紹介する取り組みを今後も続けてほしい。 

 

○ 一つ一つのことばが際立っていた。「運命に耐え、天を恨まず、助け合って生きてい

く」という答辞のことばを筆頭に、４人のことばは本人の口から語られていたので説

得力があった。それぞれの人生を自分のことばで表現しており、経験を彼らなりに消

化したうえで人生を歩んでいることをうかがわせた。 

  １５歳の多感な時期に大切な人を突然失う壮絶な経験、それから５年間生きてきた

人間の強さを感じさせた。成人式を前に２０歳になる４人をクローズアップしたのは

時宜を得ていた。同年代にとっても、しっかりした歩みを続けている４人の姿は感動

的だったと思う。大人と言われる我々も、気を引き締めなくてはならない。 

２８分という限られた時間の番組で、背景を詳細に描くのは厳しかったと思うので、

その辺をおもんぱかりながら見る必要があった。 

 

○ １５歳という多感な時期に被災し、家族・友人を失った若者のその後を追った、全

体的に落ち着いた雰囲気のドキュメンタリーで、４人の若者の震災当時の心境から５

年後までの心の動きを淡々と、リアリティを持って伝えていた。柳生聡子キャスター

のナレーションも穏やかな安定感がありよかった。卒業生４人に焦点を当て、それぞ

れの当時の心境、５年後の気持ちの変化を本人のことばで語ってもらう構成で、一人

一人の時間配分は違ったが、全体的に間延びすることもなかった。 
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犠牲になった３人のうち、畠山さん、三浦さんのエピソードはその友人を通して語

られたが、小野寺さんの話は出なかった。冒頭で３人のことが紹介されていたので、

１人だけエピソードが出なかったことには疑問が残った。 

登場する卒業生は自分のことばで心境を語っていたが、総じて発言が少し大人びて

いた。取材を受ける側にもそうした意識があったと思うし、取材する側にもそうした

ことばを引き出す意図があったのではないかと思う。親しい人を亡くした喪失感はや

はり人を精神的に成長させるものだとあらためて感じた。 

 

(ＮＨＫ側) 

番組制作を通して、震災で想像を超える経験をした人たちの思いに触れ

た気がする。こちらが恣意的（しいてき）におこなったことは１つもなく、

構成もオーソドックスだったが、意図をする必要がないほどの強いメッ

セージをそれぞれの子どもたちが持っていたからだ。３人が犠牲になった

ことについて、なかなか心の整理がついていないのは取材の過程で分かっ

ていたが、今回の番組を通じて彼ら自身が気持ちを整理するひとつのきっ

かけになったということばをかけてもらい、制作者冥利（みょうり）に尽

きる気がしたし、番組を制作する意義があるとあらためて感じた。われわ

れが教えられる、考えさせられることも多く、５年前にもう一回立ち返り

ながら、自分たちはどういったことをやっていくべきか気付かされた。取

材を続けており、ほかの番組としても放送したいと考えているところだが、

いただいた意見をあらためて胸に刻み、引き続き取り組んでいきたい。 

 

震災５年に向けこれからも関連した番組を多く放送していく。当時の中

学生が５年たった今どうしているのか、これまで取り上げられることが少

なかった年代の人たちともしっかり向き合い、その話を伝えていく必要が

あると感じている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １１月２０日(金)のクローズアップ東北「食の“文化”で外国人を呼び込め！ ～

山形・鶴岡市の観光戦略～」は、だだちゃ豆をはじめとした在来作物や地産地消の料

理、地域の気候風土や伝統文化を組み合わせた「テロワール戦略」で海外にＰＲする

鶴岡市を取り上げた興味深い番組だった。東北には各地に魅力があり、それをいかし

た取り組みがある。今後もそれらを取り上げてほしい。 

 

○ １月３日(日)に放送された「独眼竜・花嫁道中 ～宮城発地域ドラマ～」(総合・東
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北ブロック 前10:20～11:33)は、たいへんおもしろかった。伊達政宗が全編を通して

象徴的に扱われており、宮城ならではと言えるドラマだった。本編のあとに出演者が

撮影時の裏話を紹介していたが、ドラマをより楽しめた。 

  １月１５日(金)のクローズアップ東北「浪江町 あの時ひとはどう動いたのか」(総

合・東北ブロック 後7:32～7:57)は、浪江町がまとめた震災時の職員の行動記録を取

り上げていたが、今でも当時の行動を悔やんでいる人が多いのが印象的だった。もう

すぐ震災から５年となるこの時期に、そういった方々のことを伝えることには意義が

あるので続けてほしい。 

 

○ １月３日(日)に再放送されたやまがたスペシャル「受け継がれる記憶  ～やまがた

の戦後７０年～」（総合・山形単 後4:25～5:38）は丁寧に取材、構成された秀作だっ

た。山形を代表する産業の礎を築いてきた人々が乗り越えてきた困難を、当時の写真・

映像を交えて紹介するとともに、次の世代につなげようとする取り組みの様子がよく

描かれていた。 

 

○ １月９日(土)に行われたＮＨＫ杯フィギュア「スペシャルエキシビション」（総合・

東北ブロック、ＢＳ１ 後6:00～7:15 総合 後7:30～8:55）は感動的だった。１月１

８日(月)の再放送(総合・東北ブロック 前1:05～2:45)のおしらせの中で、「反響に応え

て」とコメントされていたが、どういった反響が寄せられたのか。関連して、１月１

７日(日)の明日へ つなげよう 氷上の祈り～東日本大震災５年「ＮＨＫ杯フィギュ

ア スペシャルエキシビションの舞台裏」では、本番の前に選手が被災地を訪問する

様子や、プログラムが作られる舞台裏、生放送ではあまり触れられなかったイギリス

の少年合唱団「リベラ」も詳しく紹介されていたが、本番から１週間後の番組だった

ので、間を置かずより早い時期に放送したほうが効果的だったのではないか。 

 

(ＮＨＫ側) 

放送への反響だが、開催地の岩手県での視聴率が高かったことに加え、

コールセンターへの再放送要望やツイッター上の盛り上がりなど多くの反

響があった。これらを総合的に勘案し、東北ブロックでは地上波でも再放

送することにした。全国放送でも、２月１１日（木）に総合テレビで放送

する予定だ。 

 

○ １月１１日(月)の明日へ つなげよう「あの日の思い 今こそ」(総合 前10:05～

10:53)は、時を経るにつれて現実に向き合う力が生まれてきているというコメントや、

被災地の方々に笑顔が増えてきたことに象徴されるように、震災から５年がたち、新

たな段階に入っていくことを予感させる内容だった。明るく軽妙な進行で前向きな気
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持ちになることができた。 

 

○ １月１４日(木)の「あさイチ」で放送された、神戸の子どもたちが福島を訪ねる企

画は「想像することで被災者の気持ちに寄り添いたい」といったことばが子どもたち

から出てくる点などがすばらしかった。短い時間の放送だったので、これだけでは

もったいない。独立した番組として放送されたのか。 

 

(ＮＨＫ側) 

この企画は、１月１６日(土)に「１０年後の未来へ 神戸と福島をつな

ぐ子どもたち」(総合・東北ブロック 前10:05～10:48)として放送した。 

 

○ １月１７日(日)のＮＨＫスペシャル「震度７ 何が生死を分けたのか ～埋もれた

データ ２１年目の真実～」(総合 後9:00～9:49)は 、“通電火災”を防ぐための感震

ブレーカーの普及や、緊急車両を優先して通行させるために自家用車の使用を自粛す

ることが必要といった課題が示され、示唆に富んでいた。このような情報を世の中に

広く知らせる役割をＮＨＫには期待したい。 

 

○ １月１８日(月)の東北発☆未来塾 ガンジー和尚の“聴くチカラ”「言うは易く 

“聴く”は難し」では、講師の厳しい指導に塾生が涙を流しながら学んでいる様子に

心打たれた。経験に裏打ちされた確かな指導を行う講師はもちろんだが、それに全力

でついていこうとする生徒の姿勢もすばらしい。 

 

○ １２月１５日(火)の「Ｓｐｏｒｔｓプラス」は、体操日本代表の森泉貴博コーチを

紹介していたが、選手を日頃からよく観察していると感じた。大会で難易度の高い技

を成功させるため、選手に告げずにロイター板をわずかにずらしたエピソードなどに

驚いた。ともすれば選手に目が行きがちだが、コーチをはじめとした裏方にも着目す

るのは大切なことだ。 

 

○ 「スポーツ追体験ドキュメント」で、１２月２０日(日)は「ラグビー日本代表が語

る南アフリカ戦」(ＢＳ１ 前9:00～10:50）、１月１１日(月)は「７人制ラグビー リ

オへのトライ～男子日本代表」(ＢＳ１ 前9:00～9:49)、「７人制ラグビー リオへの

トライ～女子日本代表～」(ＢＳ１ 前10:00～10:49)を取り上げていたが、選手があの

場面でどういうことを考えていたとか、どういった戦術だったかなどを冷静に振り返

る番組でとても興味深かった。今年はオリンピックもあり、さまざまな切り口で盛り

上げてほしい。リオデジャネイロオリンピックのあとも、こういったドキュメンタ

リーの手法で名場面を振り返る番組を期待したい。 
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○ １２月２５日(金)の魅惑のソノタ(総合 後7:30～8:40)は、着眼点が興味深かった。

扱う題材が多様で、見ていて得した気分になれた。例えば、外国人観光客向けの「日

本の神スポット」では、ふだんテレビでは扱われない、ウサギと触れ合える店舗が取

り上げられたが、オーストラリアの方に人気となる事情がよく理解できた。ただ、番

組の最後で二宮金次郎の形をした小便小僧が１位になったのはいかがなものかと思

う。 

 

○ １２月３１日（木）の第６６回ＮＨＫ紅白歌合戦「ザッツ、日本！ザッツ、紅白」

は、今年も楽しく見ることができた。毎年違う方が司会をされるので「ちゃんとでき

るだろうか」という思いで見ており、また緊張感がこちらまで伝わってくるようだっ

た。歌手の顔のアップが画面全体に映し出される場面が何度かあり、いささかやりす

ぎだったようにも思えるので、画面のつくり方については再考してほしい。 

 

○ １月２日(土)のブラタモリ×鶴瓶の家族に乾杯 真田丸スペシャル(総合 後7:30～

8:43)は、２つの番組を合体させ、堺雅人さんを触媒役としたおもしろい番組だった。

大河ドラマに向けていい盛り上げにつながったのではないか。その日の深夜に「歴史

秘話ヒストリア」３本を集中編成していたのも効果的だった。特に、３本目の「激突！

真田幸村ＶＳ伊達政宗」(総合 前1:40～2:23)では、片倉小十郎景綱に幸村が子どもを

託して真田家の存続を図ったエピソードも取り上げられ、宮城県とのゆかりが紹介さ

れていてよかった。白石市も含め、真田氏にゆかりのある市町村が集まる「真田サミッ

ト」が開かれるなど、その人気は現代にも息づいている。 

 

○ １月３日(日)の山中伸弥教授が語るｉＰＳ細胞研究の今(ＢＳ１ 後9:00～9:50)は、

ｉＰＳ細胞が病気の治療にどのように活用されようとしているか、画像を駆使してわ

かりやすく解説していた。研究の進歩をあらためて感じるとともに、世の中に役立つ

ものを作ろうという情熱を持った研究者が多くいることが心強かった。 

 

○ １月６日(水)のあさイチ「こどもがＬＧＢＴ 親ならどうする？」では、杉山文野

さんなど、「ハートネットＴＶ」でおなじみのメンバーが参加し、とてもいい内容だっ

た。朝の時間帯にこの話題を取り上げたのは意義深い。この機会に「ハートネットＴ

Ｖ」を見る人が増えればいいと思う。 

 

○ １月７日(木)のＮＥＸＴ未来のために「自立の芽を育てる～カンボジア地雷原から

の報告～」総合 前0:10～0:39)には驚かされた。元自衛官の高山良二さんが、カンボ

ジアの人たちとともに地雷処理を行うのだが、現地の人たちの自立心が育っていない
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ことが、地雷の事故につながっており、高山さんの人としての基本的な心を育てよう

と、いいかげんなことに対して怒りをあらわにしながらも奮闘している姿に胸を打た

れた。 

 

○ １月８日(金)のキッチンが走る！「山懐の温泉郷で アツアツ中国料理～宮城・大

崎市鳴子温泉～」(総合・関東甲信越・東北ブロック 後8:00～8:43)は、観光客数が伸

び悩む鳴子温泉の方々に喜ばれたのではないか。番組の放送後に鳴子温泉がどう変

わったかが知りたいので、引き続き取材し取り上げてほしい。 

 

○ １月９日(土)のＬＩＦＥ！視聴者還元３０ミニッツ(総合 後11:30～前0:00)は、私を

含めファンにはうれしい内容だった。 

 

○ １月１０日(日)のプレミアムドラマ 鴨川食堂（１）「母の肉じゃが」は見ていて癒

やされるドラマだった。原作があって、４名の脚本家が競作している点も見どころだ。

食に関わるドラマでは、過去に「本棚食堂」があったが、他局にはまねできないＮＨ

Ｋ独自の世界観がある。 

 

○ １月１１日(月)の「１９６４から２０２０へ 惨敗から立ち上がれ～水泳王国ニッ

ポンへの道～」(ＢＳ１ 後7:00～8:49)は、日本水泳連盟の努力や厳しさが現在の日本

水泳陣の強さにつながっていることがよくわかる番組だった。東京オリンピックに向

けて、どの競技も選手育成、強化が求められる中で、このような番組が放送されたこ

とは意義深い。 

 

○ １月１２日(火)の先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）「小さな組織で生き抜け！～

名将・真田一族、戦国の極意～」では、真田幸村ばかりに注目が集まるが、その父や

兄のエピソードをうまく紹介していた。ゲストの人選も的確で、いいコメントを引き

出していた。また、「真田丸」のいいＰＲにもなっていた。 

 

○ １月２０日(水)の歴史秘話ヒストリア「新常識！歴史ＮＥＷＳ～目からウロコの大

発見２０１５－２０１６～」は、昨年発見された日本史の新事実をランキング形式で

紹介しており、銅鐸の使用方法など、新たな知識を得ることができた。過去の出来事

ではありながら、研究が進むにつれて歴史は変わっていくものだとあらためて感じ、

定期的に学ぶ大切さを感じた。 

 

○ １月２０日(水)の「歴史秘話ヒストリア」はとてもおもしろい企画だった。ただ、

ランキング形式とは言いながらも、番組冒頭で、上位に入っているものが出てしまっ
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たのはやや興ざめだった。また、上位１０項目の後に、視聴者のリクエストが多かっ

たものを紹介するコーナーがあったが、ランキングには視聴者の意見も反映されてい

るので、リクエストとランキングとの関係性がよくわからなかった。 

 

○ 「あさが来た」は、自分の周囲、とりわけ２０代から４０代の女性の間で評判がよ

い。ＡＫＢ４８が歌う主題歌も合っていると若い人たちの間で話題になっている。自

分自身も楽しみにしており、見ていてほっとさせられる。 

 

○ 「真田丸」にたいへん注目している。これまで２回見たが、脚本の三谷幸喜さんの、

どんな深刻な事態も笑いにしてしまうような独自の世界観が色濃く出ている。昭和６

０年に放送された「真田太平記」は重厚な作風の傑作で、これが世の中でいわゆる定

番とされていることも、「真田丸」がどこか軽く見えてしまう一因かもしれない。当

時を知る世代にとっては、見慣れるまで時間がかかる、あるいは離れていってしまう

おそれがあるのではないか。三谷さんがこのあとどのような脚本を書いていくのか引

き続き注目したい。 

 

○ 「真田丸」は関連した番組が多く放送されたことや、民放でも取り上げられていた

ことが、初回の高い視聴率につながったのではないか。いかにも大河ドラマという雰

囲気が感じられる部分と、三谷さんの独自の世界観が相まって、楽しく見られる。主

人公の幼少時代を子役が演じる場面がなかったのが新鮮だ。 

 

○ 「真田丸」は、興味がある番組なので期待している。三谷作品は好きだが、今回は

大河ドラマなので、彼独自の世界観を強調するあまり、歴史考証をなおざりにしない

ようにしてもらいたい。初回を見た感想だが、オープニング映像の迫力や、有働由美

子アナウンサーのナレーションはすばらしい。内容面では、滅亡する武田家の描きか

たがやや淡泊だったのと、登場人物を紹介するためにより丁寧に描いていく必要があ

るという印象だ。 

 

○ 「真田丸」については、三谷さん独自の世界観は相当抑えているように見受けられ

るが、時おり喜劇的な部分が入っている。「新選組！」に続く２度目の大河ドラマなの

で、前作の反省も踏まえながら作っているのではないかと思う。今後も期待して見て

いきたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

「真田丸」にさまざまなご意見をいただいたが、期待の高さによるもの

と思っている。今後もご意見をいただきたい。 
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ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年１２月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会 

 

１２月のＮＨＫ東北地方放送番組審議会は、１７日(木)、ＮＨＫ仙台放送局におい

て、６人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」に関するＢＰＯ勧告について報告があっ

た。続いて、視聴番組の東北Ｚ「鉄・分・補・給 ～東北全県制覇・鉄道を味わい尽

くせ！～」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月の番組編成の説明、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  小林 好雄 ((株) 出羽庄内地域デザイン 代表取締役) 

   委 員      伊藤 一弘 (ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事) 

伊藤 洋平 (秋田清酒(株) 代表取締役社長) 

寺島 英弥 (河北新報社 編集局編集委員) 

照沼かほる (福島大学 行政政策学類教授) 

長谷川 登 (東北電力(株) 常務取締役) 

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) 

山田 理恵 (東北電子産業(株) 代表取締役社長) 

 

 

(主な発言) 

 

＜東北Ｚ「鉄・分・補・給 ～東北全県制覇・鉄道を味わい尽くせ！～」 

(総合 12 月 4 日(金))について＞ 

 

○ まず、「鉄・分・補・給」というタイトルがおもしろかった。 

  地下鉄東西線を紹介したパートでは、急カーブや急勾配を走る技術に加え、路線の

特徴がよく取材されており、興味が引かれた。また、山形県米沢市の峠駅では、立ち

売りを続けられておられる方の心意気や誇りがよく伝わってきた。秋田県小坂町の小

坂鉄道レールパークは、原風景を大切にしながら保存活用されており、ぜひ行ってみ

たいと思わせる取り上げ方だった。 

  東北は鉄道の魅力にあふれていることを再認識した番組だった。自分の知る限りで
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も、今回紹介された鉄道のほかにもまだまだあるので、今後の番組で取り上げられる

のが楽しみだ。インバウンド観光の視点に立つと、外国人は鉄道の旅に価値を感じて

いる方が多いので、東北各地の鉄道の特徴を生かして多くの人を呼び込める可能性を

感じた。 

 

○ 楽しい番組だった。東北が鉄道王国という言葉にはなじみがなかったが、自分が知

らない部分が多く紹介されており、わくわくしながら見た。東北の６県全てを取り上

げ、それぞれ同じぐらいの時間配分になっていたこともよかった。 

  地下鉄東西線では、念入りな訓練のもとに開業することを伝えており、利用者へ安

心感を与えられたのではないか。日本一標高が高い場所にある地下鉄駅の情報や、運

転手がお尻の感覚で車両の状態を捉えているというエピソードが興味深かった。会津

鉄道の「お座トロ展望列車」は楽しそうで、トンネルシアターもおもしろい試みだ。

福島を扱った番組はシリアスな雰囲気になりがちだが、この番組はほっこりとした気

分になった。小坂鉄道レールパークは、地元の魅力を生かした味わいのある施設で、

ファンにはたまらないだろう。峠駅では、立ち売りの方の熱意がよく伝わってきた。

ＪＲ釜石線の「ＳＬ銀河」の撮影については、初心者向けと上級者向けのスポットの

時間配分が適切だった。カメラ歴４０年の菊池英機さんが「撮っても撮っても撮り切

れない。よそに行く気は全くない、遠野で精いっぱい」と話していたのは名言だ。青

森県今別町にある北海道新幹線の奥津軽いまべつ駅は、乗降客数がもっとも少ない駅

にならないよう、地域をあげて対策をしていることが取り上げられていてよかった。 

 

○ 導入部分ではこれから取り上げる鉄道をダイジェストでテンポよく紹介しており、

番組に引き込まれた。また、案内役が人形だったのもおもしろかった。スタジオでの

トークという手法も考えられるが、話題が外れていったり、それに時間をとられて内

容が薄くなったりするリスクがあり、この番組はそれらを一切排除した潔い構成だっ

た。宮城と福島と秋田は鉄道あるいは施設、岩手と山形と青森はそれに関わる一般の

方々をフォーカスしており、その対照がよかった。 

  地下鉄東西線は、開業のタイミングに合わせた放送だったが、メカニズムやシステ

ムの精巧さは、日本のすばらしい技術を端的に示していた。小坂鉄道レールパークは、

廃線になった鉄道でも、古いものをいかして集客につなげられる好例だった。峠駅の

立ち売りからは、仕事に向かう心意気が映像から伝わってくるようだった。 

 

○ 本当に楽しい番組で、全部の列車に乗りたくなった。冒頭２分間で、１２種類もの

鉄道を紹介していたのは番組にテンポを持たせる意味で効果的だった。コーナーの合

間に、岩手の三陸鉄道やおばこ鉄道がきれいな映像で挟みこまれていたのもよかった。 

地下鉄東西線では、路線の特徴や車両の技術など、これまで知らなかった部分を深
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く紹介していたので、実際に乗りたくなった。ＪＲ東北本線・磐越西線の「フルーティ

アふくしま」は、運賃とケーキのセット料金を知りたかった。「お座トロ展望列車」は、

トンネルシアターに多くの絵が出て楽しそうだった。小坂鉄道レールパークは、機関

車を実際に運転できることを知らなかったので、行ってみたいと思った。また、鉱山

の昔の写真が紹介されており、連続テレビ小説「あさが来た」でも鉱山の話をしてい

るので、タイムリーな紹介だった。 

男性が好みそうな車両の説明や、女性が好みそうな旅番組のような取り上げ方、産

業や伝統、「撮り鉄」をはじめとした愛好家向けの情報、新幹線が東京から北海道まで

つながる希望の持たせ方など、幅広い視聴者に届く番組だったと思う。国外からの観

光客向けの乗車券もあり、すばらしい鉄道文化が日本に根づいていることを広く紹介

するため、こういった番組を海外向けに放送してほしい。 

 

○ 「鉄・分・補・給」というタイトルは、はじめ健康番組かと思ったが、実際は鉄道

の番組で、ＮＨＫもくだけたタイトルを付けるようになったという印象だ。東北６県

全てを取り上げ、大変楽しく、実際に乗りたい気分にさせてくれた。 

  地下鉄東西線では、急カーブに対応するため車輪の間隔が可動式だったり、急勾配

を登るためリニアモーターを使ったりするなど、最新の技術力を見ることが出来た。

「フルーティアふくしま」は、車内をモダンに改装していたところに驚いた。「お座

トロ展望列車」は、絶景ポイントで停車することや、トンネルシアターの演出が興味

深かった。峠駅の立ち売りは、風情があり後世に残してほしい。「撮り鉄」が集まる

「ＳＬ銀河」では、その姿を撮り続けているカメラマンの話が味わい深かった。行政

と共に開業を盛り上げようとしている奥津軽いまべつ駅や、小坂鉄道レールパークの

取り組み、また、新鮮さを味わってもらおうと夜に菓子を作る菓子店など、鉄道の魅

力は地域の応援に支えられている。 

 

○ 「鉄・分・補・給」というタイトルは、何のことだろうと思わせる効果があった。

時間や内容のバランスがよく、どの県の方も納得できる仕上がりだったと思う。見疲

れすることなくあっという間に放送が終わった印象で、風景や人物の表情が美しいと

ころはさすがＮＨＫだ。 

  地下鉄東西線は、採算面などの課題もあるが、最新の技術や絶景ポイント、日本一

標高が高い地下鉄駅といった見どころなど、前向きな視点で紹介していたので、地下

鉄ができてよかったという雰囲気が出ていた。福島は浜通りの風評被害が依然として

あり、会津でも観光客が減っている中で、今回紹介した列車が観光の目玉になればい

いと願う。奥津軽いまべつ駅が利用客を増やそうとしている取り組みを放送で紹介す

ることは、地元にとって励みになる。 

  県内の話題、東北の話題を知っているつもりでも、実際にはごく身近な話題しか知
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らないことに、この番組であらためて気付かされた。今回は鉄道がテーマだったが、

このほかにも季節をとらえた美しい自然や、伝統工芸、民俗芸能など、東北６県でバ

ランスよく取り上げた番組を作って広く紹介してほしい。 

 

○ 美しい映像とともに、東北にはまだまだいいところがあると気付かせてくれるおも

しろい番組だった。東北に住んでいても、福島の観光列車や小坂鉄道レールパークな

ど知らない場所があることを知り、実際に行ってみたいと思った。 

特に、地下鉄東西線は、開業のタイミングに合わせた放送で、技術的な部分も詳し

く取り上げており、楽しく勉強になった。 

  東北のさまざまな景色や列車の映像をまとめて紹介していたので、全国や海外にも

発信してほしい。日本の鉄道の技術力の高さや、時間の正確さはすばらしく、こういっ

た番組が海外でも放送されるとよいＰＲになる。 

 

○ はじめは普通の旅番組かと思ったが、見てみると奥が深かった。東北の風景の中に

溶け込んだローカル線は実に味わい深い。また、峠駅の立ち売りが印象に残った。あ

あいった商売が残っていることがすばらしく、地域にとってかけがえのない財産だと

思う。 

また、奥津軽いまべつ駅をめぐる地元の取り組みは、人口減少問題にも通じるよう

で興味深く見た。より深く取材することで、明るい話題だけではない深刻な部分など、

もっとさまざまな面が見えてくるのではないかと思う。北海道新幹線開業に合わせ、

そのような番組を見てみたいと思った。 

 

○ 地下鉄東西線の開業に合わせた放送のタイミングがよかった。鉄道を守る取り組み

や鉄道を楽しむ人など、さまざまな切り口からテンポよく構成されたいい番組だった。

映像も美しく、観光資源としての側面もよく紹介できていた。案内役にフィギュアを

使うことに多少違和感を覚えたが、おもしろい試みだったと思う。 

  今回は鉄道がテーマだったが、たとえば道をテーマに、各地の道の駅を紹介しなが

ら、その土地の魅力をさぐるような番組もおもしろいのではないか。さらに、伝統工

芸など、今回のような番組にふさわしいテーマが東北には数多くあるように思える。 

 

○ 「鉄・分・補・給」というタイトルは、キャッチコピーとしても秀逸だった。東北

６県すべての話題を並べていたが、それぞれに中身があった。一つのテーマをもう少

し掘り下げても十分耐えられる内容だったし、今回は深く触れなかったＪＲ仙石線な

どを個別に取り上げても十分見ごたえある内容になったのではないか。峠駅で立ち売

りが行なわれていることは今まで知らなかった。新しい発見が随所にあって、勉強に

なる番組だった。 
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  地下鉄東西線では、西の終点の八木山動物公園駅から、東の終点荒井駅が晴れた日

には見わたせるエピソードや、急勾配、高低差といった特徴も、好きな人にはたまら

ない内容だった。全国で放送すれば、話題を集められるのではないか。 

  内容が濃く、より掘り下げた紹介を見たいと思ったし、肩が凝らずに気楽に見られ

るいい番組だった。 

 

(ＮＨＫ側) 

放送のタイミングは地下鉄東西線の開業に合わせたが、地下鉄は仙台に

限った話題なので、ほかの東北の方に見てもらえるよう、テーマを東北全

体の鉄道に広げた。そのとき、たとえば３つか４つのテーマだとそれなり

に掘り下げられるが、それを選ぶ理由がはっきりしないので、東北６県を

すべて取り上げるようにした。１つのテーマに割ける時間が短くなり駆け

足になる危惧はあったが、今回はこのやり方を試してみた。６つをただ並

べるだけでは、普通の紹介になってしまうので、東北の鉄道の魅力を全体

としてどのように伝えるのか苦心した。地元の人たちが鉄道へ寄せる愛の

ようなものをテーマにして、このような番組になった。 

来年度に向けては東北の魅力を再発見し、広く発信する番組を検討して

いるところだ。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １２月４日(金)のウオッチＡ「人口減少×アート ～過去・未来の輝き～」(総合・

秋田県域 後7:30～7:55)は、はじめアートで人口減少が防げるのか懐疑的だったが、

秋田公立美術大学の岩井成和さんが、県内で廃校になった校舎からトロフィーなどを

集め、タワーのようなアートをつくる活動を見て、失われてしまった地域のアイデン

ティティーを呼び覚ます意義がうかがえ、アートの新しい役割を見せてもらった気が

する。 

 

○ １２月１１日(金)のクローズアップ東北「ゼロからの町づくり ～陸前高田 それ

ぞれの選択～」では、現在の陸前高田が置かれている状況が凝縮して伝えられており、

勉強になった。岩手の内陸に避難した人のうち、沿岸のふるさとに帰還を希望する人

の割合が２割を切っており、その理由が住民一人一人の証言から明らかにされていた。

また、借家の仮店舗で商売を続ける難しさもよく伝わってきた。番組の最後では、仮

設店舗をかさ上げした土地に移設し、商売を継続できるよう自治体が検討していると

いう話を初めて聞き、かすかな希望を見いだすことができた。 
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○ １２月１１日(金)の「クローズアップ東北」は、人が戻らなければ、かさ上げ事業

の意義自体が問われる状況の中で、仮設店舗をそのままかさ上げした土地に移転させ

るという自治体の考えは、ぎりぎりの選択をせざるをえない状況に追い込まれている

現実をよく表していた。ぜひ続報を知りたい。 

 

○ １２月１１日(金)の東北Ｚ「100年後の誰かへ ～浪江町赤宇木・村の記憶～(戦後

編)」は、久々に見た重厚なテレビドキュメンタリーだった。満州開拓から引き揚げて

きた赤宇木の住民が、貧しさに耐えかねて原発に依存せざるをえなくなり、原発事故

に見舞われる歴史を掘り下げて、因果の糸を解き明かしていた。こういった番組は、

新しいものが放送されるたびに見えなかった事実が浮かび上がる。最後のおじいさん

の涙を見て、こちらも涙をこらえきれなくなった。大変な労作だったと思う。 

 

○ １２月１１日(金)の「東北Ｚ」は、つらくて見ていられないような番組だったが、

素晴らしい内容だった。小さな集落の切ない物語だが、その記録は後世に語り継いで

いかなくてはならないと思わせる番組だった。 

 

○ 「おはよう宮城」(総合・宮城県域 月～金 前7:45～8:00)で、盛岡放送局のお天気

カメラに合わせてリポートする上原康樹アナウンサーのファンだ。独特な言い回しと

詩的な言葉選びがすばらしい。アナウンサーの個性は放送局の財産だと思う。 

 

○ １１月２１日(土)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「追跡原発事故のゴミ」(総合 

後9:00～9:49)は、国民一人一人が考えていかなければならない問題を提示していた。

原発事故のゴミがどこにどれだけあるかを日本地図と棒グラフで具体的に示してい

たのがわかりやすく、また回収が進んでいないことに驚かされた。この問題は継続し

て取り上げてほしい。 

 

○ １１月２９日(日)の明日へ－支えあおう－ 証言記録 東日本大震災 第４７回

「宮城県 多賀城駐屯地～自衛隊員 遠い家族～」では、自衛隊なので模範的な証言

になるのではないかという予想に反し、隊員の人間的な思いが引き出されていた。任

務を優先せざるをえない状況の中、残された家族の不安な思いや、自分の子どもと同

じ年頃の子どもの遺体を収容する悲しさを聞くと、いたたまれない気持ちになった。 

 

○ １１月３０日(月)の東北発☆未来塾 田原総一朗“議論するチカラ”「激論！ド～す

る？！東北」では、東北の振興に関する議論がされていた。はじめは、テレビの前と

いうこともあり参加者も固くなっていたように感じ、討論になるのか心配していたが、

田原総一朗さんの鋭い質問や、場をなごませる手法はさすがだった。このような討論
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をテレビの前だけではなく、ほかの場でも若い人に経験してもらうことが大切だ。 

 

○ １２月６日(日)の福島をずっと見ているＴＶ ｖｏｌ．５３「刻み続けられていく

“時”」(Ｅテレ 前0:00～0:24)は、福島県立富岡高校の物語で、見ていて切なくなっ

た。とりわけ、当時１年生だった３人のチアリーダーの女子生徒たちをＮＨＫが震災

の直前に撮影し、震災の当日に放送される予定だったというエピソードには、胸が締

めつけられる思いがした。この番組には、福島の現実を伝え続ける意義があり、いつ

までも続けてほしい。 

 

○ １１月１４日(土)と２１日(土)にＥＴＶ特集 戦後７０年企画「ドナルド・キーンの

日本」が前後編で放送された。内容はとてもよかったが、１０月１０日(土)のＮＨＫ

スペシャル「私が愛する日本人へ～ドナルド・キーン 文豪との７０年～」(総合 後

9:00～9:58)と重なる部分が多かった。「ＥＴＶ特集」の方が前後編と時間が長く、じっ

くり丁寧に描いていたが、同じ内容を繰り返すのであれば、「ＮＨＫスペシャル」で

も放送したことを、ホームページだけではなく、番組内で紹介すればより親切だった。 

 

○ １１月１６日(月)のひるブラ「青根温泉“おもてなし”大作戦！～宮城・川崎町～」

や、１１月２３日(月)のにっぽん百名山「蔵王山」で蔵王が取り上げられた。噴火の

情報を携帯電話で調べながら山を登っていく情報も紹介され、時宜を得た内容だった。

雪不足に加えて、噴火警報が出されていた影響も残り、蔵王のスキー場にはあまり人

が出向いていないが、安全情報を織り交ぜて伝えることで、地元の活性化につなげて

ほしい。 

 

○ １１月２２日(日)の日曜美術館「写狂老人“時”記 ～写真家・荒木経惟 ７５歳

の日々～」では、カメラマンの荒木経惟さんが病気や老いと戦いながら、それでもエ

ネルギッシュに活動する姿を興味深く見た。特に、右目の視力が弱る中、それを逆手

にとった写真を発表していることに、アーティストの意地のようなものを感じた。 

 

○ １１月２２日(日)のＮＨＫスペシャル「いのち 瀬戸内寂聴密着500日」(総合 後

9:00～9:49)はおもしろい番組だった。９０歳を超えた瀬戸内さんに長期間密着し、日

常生活や病に苦しむ様子を描き出しており、ＮＨＫの取材力を見た気がする。瀬戸内

さんは世俗と反世俗の境に身を置いているような存在で、生き方自体が小説のように

感じた。今後も放送してほしい番組だ。 

 

○ １１月２３日(月)のオイコノミア「ホントは誰のため？寄付の経済学」をタイトル

にひかれて見た。イラストやアンケート、実験が多用されていてわかりやすかった。
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寄付というのは日本人が苦手な分野だが、経済学からアプローチしてその原因を解き

明かしていく展開がおもしろかった。後半では、お金以外での寄付のあり方を紹介し

ていたが、単なる分析で終わってしまっていたのがやや残念だった。 

 

○ １１月２５日(水)の見せます！地方のプライド～“縮小日本”への戦略～(総合 後

10:00～10:50)は、人口減少に立ち向かう全国各地の取り組みを紹介していた。印象的

だったのは、鹿児島県長島町に総務省から来ていた若い副町長が、地域と真剣に向き

合っている姿だ。町の中の人だけだと馴れ合いになってしまう部分を、外部の視点で

検証し解決していく姿に感銘を受けた。また、若い人たちをどんな形で地域につなぎ

とめるか、各地の工夫がよくわかった。 

 

○ １１月２５日(水)の「見せます！地方のプライド」では、スタジオの後方で取材し

たスタッフが雑談していたが、その意図がよくわからなかった。消滅可能性都市を示

した地図では、福島県が調査対象外となっている旨が注記されており安心した。こう

いった番組では、成功している事例ばかりが取り上げられる。ほかの地域が参考にで

きるなどメリットはあるものの、課題や問題点もあわせて紹介した方がよいのではな

いか。全国で最も消滅する可能性が高い村と言われている群馬県南牧村を紹介したＶ

ＴＲでの最後のコメントが「私たち一人一人の手に委ねられている」だったのは、番

組の締めとして適切とは思えなかった。 

 

○ １１月２８日(土)の金曜ｅｙｅ「幻の名作 発掘大作戦」(総合 前10:05～11:18)で

は、昔の番組が紹介されており、今見ても新鮮に感じられた。視聴者の嗜好が変わっ

たこともあるが、今のテレビはおもしろくない、企画性がないと言う人がいる。昔の

テレビ番組がおもしろかった要因は何なのか、そこから何が失われているのか、過去

の番組を参考にしてみてはどうか。 

 

○ １１月２８日(土)の２０１５ＮＨＫ杯フィギュア「男子シングル・フリー」(総合 後

4:00～6:45)で羽生結弦選手の滑りを見て、天才が努力するとここまで素晴らしい演技

ができるのかと鳥肌が立った。その後のグランプリファイナルでの活躍も含め、羽生

選手は本当に日本の誇りだし、また宮城、仙台の誇りだ。 

 

○ １１月２９日(日)と１２月６日(日)の「サイエンスＺＥＲＯ」では、ノーベル賞を受

賞した大村智さんと梶田隆章さんの業績を取り上げていた。どちらの回も、図やアニ

メーションを使って、難しい話を分かりやすく説明しており、テレビの特性をいかし

た演出だった。女優の南沢奈央さんが視聴者を代表して聞く側に立つことで、一般的

な目線に下げて説明されていた。 
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○ １２月２日(水)の歴史秘話ヒストリア「お菓子が戦地にやってきた ～海軍のアイ

ドル・給糧艦“間宮”～」はたいへん興味深い番組だった。戦意を高揚するためにス

イーツが必要だということでこの船ができたというエピソードを初めて知った。戦争

の様子を証言してくれる人たちが健在でおられる今だからこそ制作できた番組だっ

たのではないかと思い、感慨深く見た。 

 

○ １２月２日(水)の「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」では、人から“機械”へどのような職業が

置き換わるかという可能性を紹介していた。コミュニケーションや創造性が求められ

る仕事や、非定型の仕事は機械に置きかわらずに残る可能性が高いとされていたが、

答えのないものをつくり出したり考えたりするのが大切とされている今の時代性に

合っていた。ネットナビゲーターの鈴木明子さんは、キャスターの鎌倉千秋アナウン

サーとのやりとりが上手だ。また、画面下部に視聴者の意見や感想が次々映し出され

るのも現代的で、ほかのニュース番組とは違っておもしろい。 

 

○ １２月６日(日)の日曜美術館「アートの旅 みつけよう、美 秋編」は、民放にあ

りがちな旅番組とはひと味違ういい番組だった。特に佐野元春さんが写真家の植田正

治さんの足跡をたどる内容がよかった。シュールレアリズムの写真の中に感じられる

温かみのルーツが、植田さんの家族と、彼が暮らした土地にあるという結論の導き方

が詩的だった。また、全国の美術館で「日曜美術館」のアーカイブ映像を上映する企

画はいい取り組みだ。 

 

○ １２月７日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「一徹に直す、兄弟の工場 自

動車整備士・小山明 博久」にはたいへん感動した。「プロフェッショナル」はよく

見る番組で、プロの腕前や姿勢にいつも感心しているが、今回はそれに加えて、整備

工場を運営してきた苦難の歴史や、兄弟愛、人間愛が随所に散りばめられており、こ

れまでの回と一味違う印象を受けた。はじめは、車や機械に興味がある男性向けの番

組かとも思ったが、より幅広い視聴者に届く内容だった。 

 

○ １２月８日(火)のクローズアップ現代「“夢の原子炉”はどこへ ～もんじゅ“失格”

勧告の波紋～」は、東北への影響も大きい問題を扱っていた。青森県の六ヶ所村にあ

る中間貯蔵施設では、高速増殖炉の計画が行き詰まると使用済み核燃料が減らない。

もんじゅの問題については引き続き番組で取り上げてほしい。 

 

○ １２月９日(水)のクローズアップ現代「“移住１％戦略”は地方を救えるか」は内容

の濃い、ためになる番組だった。国がつくった地方移住希望者用の試算で、年収は減
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るものの、通勤時間や自然環境、子育てなどをお金に換算すると東京よりも豊かにな

れることが紹介されており、興味深い着眼点だった。また、移住のいい面だけではな

く、“移住バブル”による人口の急激な増減や、環境を整える大切さといった課題にも

言及していたのがよかった。タイトルにもなっていた、毎年１％ずつ人口が増えてい

けば地域は守られると、具体的な数字を示したことで、移住促進に取り組む人たちの

やりがいにもつながる。 

 

○ １２月１０日(木)の「あさイチ」で、みそ汁の材料を団子にする「みそまる」を取

り上げていた。子どもたちも含めて若い人がみそ汁離れをしている中で、体にいいこ

とも含めて紹介したことは意義深い。東北にはみそをつくっている会社もあり、こう

いった番組を通じてみそを含めた発酵食品全般が見直されるよう期待したい。 

 

○ １２月１２日(土)の週刊 ニュース深読み「妖怪って？人間って？ 水木しげるが

残したもの」では、同番組らしくないテーマ設定が新鮮だった。 

 

○ １２月１３日(日)のＮＨＫスペシャル 未解決事件 追跡プロジェクト「埋もれた

情報 動き出した事件」(総合 後9:00～10:13)では、次々と全国から情報が寄せられ

ていた。事件への関心を薄れさせず、犯人を追い詰める効果がある、とても意義があ

る番組だった。その一方、寄せられる情報の真偽までは確かめられず、冤罪につなが

る危険性についても触れておきたい。 

 

○ 「ファミリーヒストリー」はおもしろい番組だが、芸能人で、しかも偉大な祖先が

いる人だけを取り上げているように思えて、やや不公平な印象を受ける。一般の市民

の中にも偉大な祖先やエピソードを持つ方がいる。より幅広い人選をしてほしい。 

 

○ 日本には無形民俗文化財、いわゆる民俗芸能が非常に多く、特に東北はその宝庫だ。

岩手でも1,000を超える民俗芸能が活動しており、芸術的価値が高まっている。しかし、

人口減少の影響や若手の後継者不足で、休止に追いやられているところが出てきてい

る。そこで、各県向けだけではなく、東北域内に向けて優れた民俗芸能を放送で取り

上げてほしい。続けていくための問題点もあわせて紹介し、成功している団体のよい

点を真似するなど、民俗芸能全体が活性化する後押しをしてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

視聴番組についてご意見をいただいたように、今後も東北の魅力を発

信していきたい。地域放送だけでなく、全国、海外にも広く発信できる

ようにしたいと思っている。 
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来年に入ると、震災から５年となる３月に向け、震災を扱った番組・

ニュースが多くなっていく。ご指摘いただいた点を踏まえ、しっかりし

た番組を制作していきたい。 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年１１月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会 

 

１１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、６人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」に関するＢＰＯ意見について報告があっ

た。続いて、視聴番組の東北Ｚスペシャル「どんとこい！人口減少Ⅱ ～おらほの里

はおらほで守る～」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月の番組編成の説明、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  小林 好雄 ((株) 出羽庄内地域デザイン 代表取締役) 

   委 員      伊藤 一弘 (ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事) 

照沼かほる (福島大学 行政政策学類教授) 

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スペシャル「どんとこい！人口減少Ⅱ ～おらほの里はおらほで守る～」 

(総合 11 月 13 日(金))について＞ 

 

○ とてもおもしろい番組だった。全国で人口減少率が１位、２位、４位の都道府県が

東北にあり、その県の中で最も人口減少率が高い自治体に住む方々をスタジオに招い

ていたため、深刻な問題を分かりやすく提示できていた。また、番組の中でテロップ

が効果的に使われており、ポイントとなることばが理解しやすかった。自治体の事例

を紹介する前に、人口の推移をグラフで示していたこともよかった。 

番組冒頭で跡継ぎがいない農地が映し出されたが、そこから人口減少というテーマ

に入っていくことに、やや唐突な印象を受けた。消滅可能性都市を示した地図では、

東北地方の７６％の自治体に消滅可能性があるとコメントされたが、データがないた

め示されていなかった福島県の自治体はその中に含まれているのかがわかりにくく、

補足の説明が必要だと感じた。 
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問題提起の後に一転して明るい雰囲気になり、子どもたちが楽しそうに走ってくる

映像があったが、厳しい現状のなか未来に希望が持てるようにと、番組の流れを変え

る効果があったと思う。 

東北で具体的に行われていて効果を上げている事例が詳しく紹介され、それに対す

る専門家のコメントを受けて、さらに身近なところから取り組める例として他県の事

例も紹介されるといった構成や、全体のバランスがよかった。青森市の浅虫地区のコ

ミュニティレストラン「浅めし食堂」をはじめとした拠点づくりの取り組みや、石巻

市の若者２人、渡邊享子さんと豊島栄美さんの奮闘ぶりなど、事例を分かりやすく紹

介できていた。 

冒頭では不安な表情をされていたスタジオの方々も、番組が進むにつれ、活路を見

いだし生き生きしていく様子が見ている側にも伝わってきた。それぞれの発言が、事

前に決めていた進行に合わせて出てきたというよりも、自然に出てきた印象を受けた。

スムーズな司会もあり、いわゆる「段取り」が見えないことはとてもよかった。  

ただ、番組で取り上げられたのは成功例ばかりで、すべての自治体がうまくいくか

どうかはやってみないと分からず、やや楽観的ではないかという思いもある。番組の

趣旨が元気と希望を与えるということであるならば、それでも良かったと思うが、本

当に人口が減って困っている人たちの切実な思いとの兼ね合いをどう表現するのがい

いかは、難しい問題だ。 

 

○ わかりやすい進行と明るいまとめ方で、番組のねらいがよく伝わってきた。スタジ

オに招かれた、課題を抱えた地域の方々が次第に笑顔になっていく構成も分かりやす

かった。また、ゲストの専門家のコメントも的確だった。 

番組冒頭で東北の地図が示され、７６％の自治体に消滅可能性があると説明された

が、消滅可能性都市という言葉に接していなければ、いたずらに不安感をあおる取り

上げ方だったのではないか。もう少し丁寧な説明が必要だったように思う。  

移住者を増やして人口減少を乗り越えるという解決策は理想的ではあるが、住宅や

働く場、子育て支援をはじめとした福祉の充実など、手厚いサポートが必要で、住民

と行政が一体となった取り組みが求められる。また、住民の善意に頼るだけでは長続

きしないので、頑張っている人が見返りを得られるような、ビジネスの視点からの仕

組みづくりも大切だと思う。番組で紹介された、川西町のＮＰＯ法人「きらりよしじ

ま」や、青森市のコミュニティレストランの事例には、ビジネスの側面もあり、持続

可能な地域づくりのヒントを示していた。 

 

○ このテーマは、５月にも「東北Ｚスペシャル」で取り上げており、前回はどちらか

というと行政の視点から、いわゆる「箱物」により成功した事例を紹介していたが、

今回は住民主体のソフト面を紹介しており、たいへん興味深かった。また、ＶＴＲを
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受けてゲストの専門家によるコメントがあり、さらにそれを受けた事例を紹介すると

いった番組の流れがスムーズで、すばらしい構成の番組だった。 

まず、藤里町の「総合戦略」を考えるプロジェクト報告会では、町長が非常に感動

したと言っているものの、実現に向けた具体的な内容には触れられず、プランを実行

していく困難さを端的に示していた。多くの自治体が同じ問題に直面している実態を

かいま見たような気がした。これを受けて、東北芸術工科大学の岡崎エミ准教授が「ア

イデアだけではだめ、実行力が重要」、熊本大学の徳野貞雄名誉教授が、「将来の不安

に惑わされず、今の暮らしに自信を持とう」とコメントし、まったくそのとおりだと

感じた。 

これを踏まえて、アイデアを実践する事例が紹介された。川西町で活動しているＮ

ＰＯ法人代表の高橋由和さんが「住民の意識が高まっていけば、何かしら変わってい

く」と、住民同士の話し合いから浮かび上がったニーズにこたえて５３ものプロジェ

クトを立ち上げていることに驚いた。 

その後、日本各地の事例が紹介された。青森市の「浅めし食堂」や、熊本市の「地

域の縁側事業」、石巻市のシェアハウスの取り組み、和歌山県那智勝浦町の移住促進の

活動、これらの事例に共通するのは、プランナーあるいはコーディネーターの存在と、

それに協力する地域の方々がいて、番組タイトル「どんとこい！人口減少」を具現化

していた好例だった。 

最後に、スタジオに招かれた藤里町の小山忠さんが「自分たちはやっていないだけ

だ」とコメントしていたのが印象的だった。人口減少問題は多くの地域の課題であり、

今回のように明るい事例を取り上げた番組を今後も継続してほしい。 

 

○ 前回は行政主導やハード面の事例を紹介していたが、今回は住民が自分たちの力で

取り組んでいる事例を中心に紹介しており、スタジオのセットも、みんなで輪になっ

て話し合うという雰囲気が出ていた。セットやテロップは緑と黄色を中心にデザイン

されており、とても見やすかった。千葉美乃梨アナウンサーのナレーションは、若い

人や子供たちにも親しみやすいものだった。７３分と長い番組だったが、事例の紹介

にイラストを使うなど、飽きさせないよう工夫されていた。 

スタジオに招かれた今別町の山内和子さんが、最初はとても暗い顔だったのが、番

組の最後には、自分たちの力で取り組むと前向きに話していた表情が印象的だった。  

石巻市の事例で、シェアハウスを設けて移住者を呼び込む取り組みを見て、人口減

少の問題は高齢者の問題だという先入観を持っていたが、若い人の力でまちを変えて

いくという発想が新鮮で、勉強になる内容だった。 

今回は希望を持てる前向きな事例が紹介されたので、次回にも期待したい。  

 

○ スタジオに招いた、秋田県藤里町、青森県今別町、山形県鮭川村の方々が持ってい
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たまちまちの意見をどうまとめていくのか心配したが、さまざまな事例を見ていく中

で次第に収れんしていくような展開がよかった。各地域の住民、専門家、ゲスト、ア

ナウンサーそれぞれの発言のバランスが取れていた。専門家の岡崎さん、徳野さんの

コメントは、具体的で的確なものだった。 

藤里町を例にやや厳しい実態を紹介し、それと対比するように川西町、青森市、石

巻市と、効果を上げている事例を紹介し、さらにその合間に、全国の事例を盛り込ん

だ構成がよかった。 

東北や全国の事例に、スタジオに招かれた住民の方々が反応していく展開で、専門

家が結論を出すのではなく、参加者が自ら結論を出していく展開がよかった。司会の

内多勝康アナウンサーも、臨機応変で丁寧な進行で、今別町の山内さんの表情が次第

に柔らかくなっていったことなどに程よく言及していた。全体を通していい構成の番

組だった。 

 

○ 番組のはじめはスタジオに招かれた住民の方々から後ろ向きな言葉も出ていたが、

最後は希望を示したことで、課題解決とまではいかなくても、背中を押されて前向き

になっていく様子がよく伝わってきた。 

青森市の石木医院の成功例は、レストランとサービス付き高齢者住宅とクリニック

の３つを一緒に運営することで、ビジネスとしても成り立ち、持続していく好例だっ

たが、その裏にあった、温泉と医療と観光を結びつけたがうまくいかなかった過去の

経験について、比較検討していくためにもう少し説明があってもよかったと思う。ま

た、番組全体を通じて、深刻な課題も残された中で、最後まで明るい雰囲気を通した

のが適切だったかどうかは判断が難しい。 

この企画は、後日談も見たいと思わせる内容だった。 

 

○ ７３分という長時間の番組だったが、成功事例が映像やイラストで明示されており、

飽きることなく視聴できた。また、実際に地域で活動している人が出演しており、説

得力があった。ゲストの加藤夏希さんは、都道府県別の人口減少率が１位の秋田県出

身ということでの出演だったが、安心して見ることができ、無難な人選だったと思う。 

スタジオに招かれた住民の方々が地域の窮状を嘆いている時間帯は、番組をどうま

とめていくのか不安に感じたが、地域住民の力で現状を打開している川西町の事例が

放送されたところから、番組の雰囲気がはっきり変わった印象を受けた。青森市の事

例も、創意と工夫で地元のニーズに適合したサービスを提供していた。２つの事例は

地元にリーダーシップを取る方がいて、そのニーズを高齢者の方々が活動の中心にな

り解決していくという部分で共通しており、人口減少に悩むほかの地域でも実行可能

ではないかと期待感が持てた。 

地域コミュニティーの基盤を強化しながらの人口減少対策は、住民のニーズに対応
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するサービスを提供して暮らしやすさにつなげ、その次に外部からの移住を図ること

だと思う。暮らしやすさや居心地のよさがないと、移住には結びつかない。この番組

は、地域のニーズにこたえる仕組み作りや、行政がカバーできない部分を民間で行う

ことの大切さを分かりやすく提示した、優れた番組だったと思う。 

 

○ 番組の導入は、秋田の棚田で働く９０歳の老人という、人口減少を象徴する映像で、

全体を通して暗い番組になるのかと思ったが、千葉アナウンサーの明るいナレー

ションによって不安感がやわらげられた。全般的には、スタジオの内多アナンサーの

進行と渡辺健太アナウンサーの事例紹介が落ち着いていて、安心して見ることができ

た。さまざまな事例の紹介を受け、スタジオに招かれた住民の方々の中に、徐々に一

体感が生まれ広がっていく過程が面白かった。具体的な数値による人口減少の実態と、

各地の取り組みを数多く取り上げ、その合間にスタジオ出演者のコメントを絡ませる

構成が、非常にわかりやすく、また堅苦しくなく、好感が持てた。 

東北の人口減少の問題は思いのほか危機的状況だと認識させられた。特に 2040 年

には７６％の自治体が消滅可能性都市と想定されていることにショックを受けた。解

決策として示された、東北各地の事例はたいへん参考になる。 

東北以外では移住促進の取り組みがうらやましく思えたが、東北の気候では他の地

域ほど簡単にはいかないのではないかと思う。また、若いカップルの移住に関しては、

重要であり礼賛されることも多いが、教育や子供の将来の選択肢を狭める側面もあり、

簡単には賛同できない。大阪から那智勝浦町に移住してきた大西俊介さんが「その地

に合わせて暮らしていけば、仕事や収入は関係ない」と発言していたが、子供の成長

を考えるとやや利己的な部分もあるように感じた。 

専門家の岡崎さんの「移住者のポイントは、受け入れる人」、徳野さんの「都会への

憧れを捨て、地元へ帰った方が人生が豊かになる」という発言が印象的だった。  

 

(ＮＨＫ側) 

今回の番組は、東北各県の若いディレクターが、「人口減少に悩む地域の

方々を元気づけたい」という思いを共有し、協力してつくった番組だ。番

組のメッセージとしては、足元を見て、できることから始めようというこ

とで、そのメッセージは届いたのではないか。 

成功例のすばらしさをたたえるだけではなく、発想を変えれば他の地域

でも可能だと紹介することで、実現へのハードルを下げるよう心がけた。  

自治体の消滅という言葉はショッキングで、番組内で使うべきかどうか

を議論した。最終的には、大変なことが起きている実態を伝えるため、使

うことにしたが、より丁寧な説明が必要だったと思う。 

スタジオの進行についてだが、事前の人選の段階から、どういった話が
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出るかを取材し、キャスターと共有したうえで全体の構成を作った。発言

の順番を事前に決めていたわけではなく、キャスターの判断で進めた。３

時間あまりスタジオ収録をした後、もう１回編集して７３分の番組にする

過程で、構成を整理したことが見やすさにつながったと思う。 

このシリーズについては、今回取り上げた地域のその後も含めて、何ら

かの形で取り上げていきたい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １０月１９日(月)から２３日(金)まで、「おばんですいわて」(総合・岩手県域)の中

で「東北 コメ農家の挑戦」というコーナーが放送された。東北の各局が制作した企

画だったが、農家の実態を広く知らせるため、一本の番組にまとめて放送してほしい。

小規模農家は米価下落などの影響で、集落営農組合などに委託せざるをえない状況で、

農村ではコミュニティーの崩壊が起こりつつある。これも人口減少の要因の一つでは

ないかと考えている。 

 

○ １０月３０日(金)の東北Ｚスペシャル「ジョシおん！大好き東北ガールズライブ」

(総合・東北ブロック 後7:30～8:43)はとてもおもしろかった。ライブに加えて、アー

ティストと地元の皆さんとの交流も描かれており、タイトルどおり“ジョシ”づくし

と言える内容だった。復興をうたった音楽番組は、年配の人に向けたしっとりとした

内容が多いような気がしており、たまにはこういった元気あふれる番組もいいと思っ

た。 

 

○ １１月６日(金)のクローズアップ東北「東北発 民藝(みんげい)ルネサンス」は、す

ごくいい番組だった。紹介されていた民芸品に加え、古民家をいかしたセットや、Ｂ

ＧＭ、ゲストの西木正明さんとキャスターの塚原泰介アナウンサーのやりとりもおも

しろく、東北に生きる者として民芸品を誇りに感じられる番組だった。  

 

○ １１月６日(金)の「クローズアップ東北」の中で、民芸品を生活の中に取り入れる

ことで楽しみが増えるというコメントがあり、そのとおりだと思った。過去に東北ブ

ロックで放送していた「ここに技あり」のような、東北の手仕事を深く紹介する番組

を再び放送してもいいのではないか。 

 

○ １１月６日(金)の東北Ｚ「津波と命の百年史 ～三陸に生きる女性たちの記憶～」

はいい内容だった。大正、昭和、平成を生き抜いた岩手県山田町に住む９５歳の中村
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ときさんを中心に、４名の女性が登場した。中村さんは、３度の津波を経験したが、

表情にすがすがしさが感じられ、素晴らしい生き方だと感じた。被災者も勇気づけら

れたのではないか。 

 

○ １１月６日(金)の「東北Ｚ」は、戦争や津波を乗り越えてきた三陸の女性の力強さ

が伝わってくる内容だった。自分も沿岸部に暮らしており、津波の記憶を防災教育に

つなげていく大切さを再認識した。 

 

○ １１月６日(金)の「東北Ｚ」では、中村さんが話していた「その時々の境遇に従っ

て真面目に生きてきた」という言葉が、東北人そのものを象徴するようないい言葉

だった。全国放送でも通用する番組だと思う。 

 

○ １１月１８日(水)の「私の青おに ～山形発地域ドラマ～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後10:00～

10:59)は、放送前の期待を裏切らない、とてもいいドラマだった。地元が生んだ偉大

な童話作家である浜田広介の童話をモチーフにしている点、そして、高畠町のブドウ

やワイン、あるいは風景や商店街など、地域資源がうまく生かされていた。これまで

もいろいろな地域発ドラマが制作されてきたが、その中でも見ごたえある作品だった。 

 

○ １１月８日(日)の明日へ－支えあおう－「ふるさとに咲け 未来のなでしこ～福島・

高校女子サッカー部の挑戦～」は、若い子どもたちが逆境を受け入れ、ひたむきに青

春をサッカーにかけている姿に感銘を受けた。福島にゆかりのあるＴＯＫＩＯの城島

茂さんのナレーションにも気持ちが入っているようで、とてもよかった。 

 

○ １１月１６日(月)の東北発☆未来塾 大友良英 音遊び塾 ＩＮベトナム「手作り

楽器をなめんなよ！」では、生徒が町から探してきた物からさまざまな種類の音が出

ていて興味深かった。次回はそれを使って演奏するということで、楽しみにしている。

講師の大友良英さんの、「“答え”は誰も与えてくれない、“自分の音”を探し出せ」

というメッセージが印象的だった。 

 

○ ８月２０日(木)に再放送されたフランケンシュタインの誘惑 科学史 闇の事件簿

「愛と憎しみの錬金術 毒ガス」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後3:00～3:59)は、毒ガス開発を行った

フリッツ・ハーバーを取り上げていたが、全体的に暗い雰囲気ながらも、アニメを使っ

た人物紹介など、子どもたちにも分かりやすい構成だった。戦後７０年という節目の

年に、戦争を起こしてはいけないというメッセージを分かりやすく伝えられる番組

だったと思う。 
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○ １１月２日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀 放送１０周年スペシャル「あ

と一歩だけ、前に進もう ～シンガーソングライター スガシカオ～」では、プロの

クリエイターはすごいとつくづく感じた。スガシカオさんの「教訓じみた具体性のな

い歌詞は伝わらない」というポリシーが伝わってきた。プロの集団があうんの呼吸で

曲づくりをしていく過程が非常に興味深かった。 

 

○ １１月９日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「斉藤由貴 山形県山形市」(後編)は、ゲストの

斉藤由貴さんと山形の地域の人々との交流の様子を見て、温かい気持ちになる番組

だった。途中、カメラが止まるトラブルがあったが、機転を効かせたイラスト対応で

うまく切り抜けており、窮余の策としてはよかった。しかし、トラブルは再発防止に

努めてほしい。 

 

○ １１月１０日(火)に最終回を迎えたドラマ１０ デザイナーベイビー～速水刑事、

産休前の難事件～(８)「母の条件」は、最後まで楽しく見た。結末は予想どおりとい

う印象だったが、人が生まれてくる前に、どこまで操作していいのかという問いを投

げかけるドラマだった。同じく医療問題を扱った土曜ドラマ「破裂」も楽しみに見て

いる。こちらは人間の死を操作する問題を扱っており、両者には通じるものがある。

生と死をテーマにした医療ドラマが同時期に編成されているのが興味深い。  

 

○ １１月１２日(木)の「ぜんぶ、温泉。～羽田圭介・秋の北海道を浴びる～」(ＢＳﾌﾟ

ﾚﾐｱﾑ 後9:00～9:59)は、ひたすら温泉を主役に据えており、羽田圭介さんの気取らな

い雰囲気も良かった。これまでなかった構成の旅番組でとてもおもしろかった。  

 

○ 認知症関連の番組が集中的に放送されたので特に意識して見た。１１月１４日(土)

のＮＨＫスペシャル シリーズ認知症革命 第１回「ついにわかった！ 予防への

道」(総合 後9:00～9:49)では、軽度認知症のうちに対策することで予防できる可能性

があるということで、「ためしてガッテン」のように、希望を持たせた終わり方がと

てもよかった。１１月１５日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ認知症革命 第２回

「最後まで、その人らしく」(総合 後9:00～9:49)では、認知症の人たちへの思い込み

を見直してほしいという思いが伝わってきた。介護の渦中にある人の気持ちが伝わる

とよかったのではないか。 

  １１月１７日(火)の認知症キャンペーン特集「認知症の私からあなたへ」(総合 後

10:00～10:49)は、再現ドラマ付きのドキュメンタリーだったが、胸に迫る内容だった。

佐藤雅彦さん本人の「認知症になっても、不便ではあるけれども不幸ではない」とい

う言葉が心にしみ入った。「ＮＨＫスペシャル」が介護する側へのメッセージだった

とすれば、こちらは当事者の側からのメッセージだった。 
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また、ＢＳでも１１月１３日(金)にシリーズ医療革命「認知症をくい止めろ～ここ

まで来た！世界の最前線～」(ＢＳ１ 後9:00～9:49)が再放送されたり、１１月１４日

（土）と１５日（日）にＢＳ世界のドキュメンタリー「シリーズ 認知症」(ＢＳ１ 14

日:後0:00～0:49 15日:後0:00～0:48)が放送されたりするなど、総合テレビの番組と

あわせて見ることができてよかった。 

 

○ １１月１４日(土)のＳＯＮＧＳ「朝ドラを彩った主題歌」はとてもおもしろかった。

主題歌の歌詞やメロディーに元気をもらっている。現在放送されている「あさが来た」

は、１日に２回見たくなる。 

 

○ １１月１６日（月）のプロフェッショナル 仕事の流儀「世紀の大工事、“城”を曳

(ひ)く 曳家(ひきや)職人・石川憲太郎」はジャッキとコンプレッサーの緻密な操作で

大きな実績を挙げている主人公の姿に感動した。着ていたＴシャツに「夢に近道はな

し」と書いてあったのも良かった。弘前には、天守の曳家を目当てに、多くの観光客

が訪れている。 

 

○ 「クローズアップ現代」に関して、ＢＰＯの意見が出され、重く受け止めていると

思うが、ＢＰＯとしてもＮＨＫだからこそ、また影響力が大きい「クローズアップ現

代」だからこそ、今回の厳しい意見になったのではないか。今後、ますますいい番組

を作ってほしい。 

  「クローズアップ現代」に関して、１０月２７日(火)の「がん治療が変わる～日本

発の新・免疫療法～」と、１１月１７日(火)の「治る病気が治らない！？～抗生物質

クライシス～」は、印象に残る医療関係のテーマだった。また、１１月１６日(月)の

「緊急報告 パリ“同時テロ”の衝撃」は、いつもながらタイムリーなテーマに感心

した。１１月１８日(水)の「“家族”と認めてほしい～同性パートナーシップ承認の波

紋～」は、同日の「おはよう日本」でも同じテーマを扱っており、印象深く感じると

ともに、放送した意義も大きかったのではないかと思う。 

 

○ 連続テレビ小説「あさが来た」のテーマソング「365日の紙飛行機」はメロディー

がよく、つい口ずさみたくなる歌だが、「思い通りにならない日は明日頑張ろう」と

か、「私がもう一人いることが夢」とか、悲しい歌詞がさらりと歌われており、毎日

聞くと悲しくなってくる。１１月１４日(土)のＳＯＮＧＳでフルコーラスを聞き悲し

い気分が少し減った。「マッサン」では放送開始当初１番だった歌詞が途中から２番

に変わっており、そういった展開もあるのかなと思った。１１月９日(月)からは、主

人公が炭鉱に行き、九州男児から反発を受け奮闘する週だったが、相撲で勝ったこと

をきっかけに皆の気持ちが変わるというストーリーがどこか安っぽく思えた。  
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○ 「あさが来た」で、１１月１６日(月)の週に主人公の祖父が亡くなり悲しかった。

演じられた林与一さんは、往年の時代劇スターで演技力がすばらしく、いいキャス

ティングだった。 

 

○ １１月３日(火)のインタビュー ここから「だから まっすぐ生きる～音楽家 長

渕剛～」(総合 前6:30～6:53)には、とても感動した。本人がふるさと鹿児島の自然の

中リラックスした様子で、アナウンサーも出過ぎることなく本音を引き出していた。

富士山麓でのオールナイトライブのきっかけが東日本大震災だったというエピソー

ドもはじめて知った。 

 

○ １１月８日(日)のＮＨＫスペシャル アジア巨大遺跡 第４集「縄文 奇跡の大集

落～１万年 持続の秘密～」(総合 後9:00～9:49)では、本シリーズのレベルの高さを

あらためて感じた。当時の生活の様子をＣＧで再現するなど、視聴者に効果的に訴え

かけていた。海外での研究・分析の現状を多く紹介したことで、縄文文化の歴史的価

値を世界レベルにまで高めていた。三内丸山遺跡で行われていた四季折々の旬の食材

採取が、現代の日本人のライフスタイルに通じているように思え、たいへん興味深

かった。 

 

(ＮＨＫ側) 

「私の青おに」の話が出たが、非常に心にしみ入る内容で、高畠の土

地の雰囲気もよく出ていたと思う。 

視聴番組で取り上げた人口減少は東北共通の課題であるとともに、被

災地は全国で最も速いペースで人口減少が進んでおり、放送の大きな柱

に据えている。ご指摘いただいた点を踏まえて来年以降も引き続き取り

組んでいきたい。 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年１０月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会 

 

１０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。 

会議では、まず、視聴番組の東北Ｚ「サンドウィッチマンのどうなってる？ 被災

地のまちづくり」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、１１月の番組編成の説明、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  小林 好雄 ((株) 出羽庄内地域デザイン 代表取締役) 

   委 員      伊藤 一弘 (ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事) 

     伊藤 洋平 (秋田清酒(株) 代表取締役社長) 

寺島 英弥 (河北新報社 編集局編集委員) 

照沼かほる (福島大学 行政政策学類教授) 

長谷川 登 (東北電力(株) 常務取締役) 

畑中みゆき (ＮＰＯ法人 High-Five 理事長) 

山田 理恵 (東北電子産業(株) 代表取締役社長) 

 

 

(主な発言) 

 

＜東北Ｚ「サンドウィッチマンのどうなってる？ 被災地のまちづくり」 

(総合 10 月 2 日(金))について＞ 

 

○ オープニングでコントがあり、和やかな雰囲気から本題に入る構成がよかった。そ

の後、新たなまちづくりが405地区で行われていると具体的な数値で示したのも導入

として適切だった。ゲストの人選も、小野田泰明さんと西郷真理子さんの２人の専門

家のコメントが非常に聞きやすかった。司会の大成安代アナウンサーの進行も安定し

ており、サンドウィッチマンとのバランスもよかった。 

  まちの再建に課題を抱える地域を順番に見ていく中で、かさ上げ後に住民が戻って

くるのかが共通するポイントだったが、行政の思惑と住民の意識にずれが生じている

理由を、時間の経過や意識の変化を切り口に浮かび上がらせる手法が効果的だった。
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外部から地域おこしの専門家を招くなど、先進的な取り組みをしている女川のケース

は、その積極性がきわだっていた反面、相対的にそれ以外の地域の印象がネガティブ

になってしまい、やや気の毒に感じた。 

復興に向けた課題を提起するこのような番組を今後も続けてほしい。 

 

○ まちの再建がいかに厳しいのかがよくわかる番組だった。ゲストについては、２人

の専門家は的確で冷静にコメントしていたが、役割が重複しているように感じた。例

えば１人を被災者の思いを代弁できる人選にすれば、スタジオで専門家と議論するな

ど、番組に奥行きを持たせられたのではないか。小野田さんが「夢を語る場を設定す

ればよい」とコメントしていたが、現実には手遅れであり、やや軽薄な印象を受けた。

また、「マンパワーが震災前のポテンシャルを維持している今のうちに、ビジョンを

示して２１世紀に通用するまちづくりを」というのも、当事者の立場から聞くと気楽

と受け取られる発言だと感じた。 

住民と行政の間にあるギャップをあらためて感じた。阪神淡路大震災の教訓がうま

く生かされなかったと思っている。神戸市は震災の直後から区画整理事業をすすめた

が、計画策定に住民を巻き込めなかったため、行政主導の限界が示されたと評価され

ている。東日本大震災の復興事業についても同じことが言えるのではないか。動き出

した事業は止められず、途中で時間がたち過ぎて現実にそぐわなくなってしまい、住

民が置き去りにされてしまう。さらに、被災地を去る人が多く、残る人には厳しい現

実が待ち受けている。大槌町の職員が「あと一、二年待ってくれれば、いい町ができ

る」と説明していたこととの対比で、住民が「いまさら無理じゃないか」と話してい

たのが、このギャップを象徴しているようだった。 

  女川の例はビジネスチャンスがあるという点で今後が期待できる。番組では明るい

トーンで取り上げられていたが、私の見方は人口が３割近く減少したという厳しい現

実の中に、かすかな可能性が芽生え始めたというものだ。取り組みはまだ一部にとど

まっており、交流人口だけで持ちこたえられるのか、また、教育や商店、職場などが

集積していくのかといった課題がある。 

 

○ 全体を通してとてもいい番組だった。サンドウィッチマンは被災者の心情に寄り添

い、ポイントを押さえたコメントをしていて好印象だった。 

大槌町と気仙沼市の両方に共通するのは、行政の対応の遅さと、工事を先行させて

住民の暮らしまでは描けていない問題だ。震災から４年半がたち、被災者はそれぞれ

避難・移転した先で新しい暮らしを始めており、元の場所に戻ってきてもらえるかど

うかはわからない。人口減少や地域が徐々に衰退するという問題は震災前から提起さ

れていて、いま新しいまちを作っても、そこに活発な経済を再生させるのは厳しいの

ではないか。 
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  女川町で思い切ったまちづくりにチャレンジする様子が紹介されていたが、持続的

に活気が保たれるのかは疑問に感じた。また、４０代の若い世代を中心に据えた町づ

くりの取り組みはよく分かったが、手や口を出すことを制限された５０代、６０代の

人がどのように感じているか、また若い世代をどう支援しているかも知りたかった。 

 

○ 構成がしっかりしており、手際よく進行する見やすい番組だった。サンドウィッチ

マンはとても安心して見ていられる。ゲストの２人は、小野田さんが理論派、西郷さん

が実務派とキャラクターに違いがあり、バランスがとれていた。 

大槌町と気仙沼市の例では、行政と住民のギャップがよく伝わってきた。コメント

だけではなく、何もない広大な土地を整地している現状と、美しい町の完成予想図と

の対比がそのギャップを象徴していたように思う。女川町の取り組みを紹介する例で、

西郷さんの「女川は“体質改善”を始めている」という指摘には納得した。 

  ショートコントから始まったことによると思うが、終始明るい雰囲気の番組だった。

重い問題を暗くなり過ぎずに見ることができた一方、それだけでよかったのか、疑問

も感じた。３つのケースの紹介の順番も、 後にいい例を持ってきて希望を持たせて

いたが、前の２つのケースの解決策が十分示されておらず、救いとなる部分が少な

かった。 

  サンドウィッチマンのまとめとして、「東北の人は意見があっても口に出すのが苦

手だけれども、もっと声を出していかなくてはいけない」と言ったが、やや使い古さ

れたような言い回しで、番組の締めにはふさわしくなかった。 

 

○ セットも含め全体的に明るい印象があり、楽しく見た。サンドウィッチマンの起用

や、司会の大成アナウンサーの進行などから、３０代、４０代をターゲットにした番

組だと感じたが、私の両親も見やすかったと話しており、６０代、７０代にも見やす

い番組だったと思う。ＶＴＲの間、サンドウィッチマンの顔が画面隅の小窓に映し出

されていたが、彼らの顔を映すことで、若い世代にも興味を持ってもらうねらいだっ

たのだろう。また、文字テロップの色使いが豊富だった。民放でよく使われる手法と

聞いたことがあるが、文字テロップには聞き逃した部分を補う効果もあり、高齢者の

方にも分かりやすかったと思う。 

冒頭のショートコントでサンドウィッチマンの役割をわかりやすく示していた。彼

らは被災地に何度も足を運んでおり、コメントも被災者の方への配慮が行き届いてお

りさすがだと感じた。ゲストの小野田さんは大学の先生とわかったが、もう一人の西

郷さんは、まちづくりのエキスパート・都市計画家という紹介があっただけで、どん

な仕事をされている方かわからず、背景の説明が必要だと感じた。 

  大槌町については、地元の方から、もっとも復興が遅れていると聞いたことがあり、

初に取り上げたのは問題の深刻さを考えるうえで適切だった。気仙沼市の商店街の
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方たちが抱える課題は、ＮＨＫで何回か取り上げていた人口減少の問題にも結び付い

ていた。女川町では、お試し移住や全寮制高校の誘致など、新しいことに取り組んで

いることが分かり、勉強になった。 

 

○ 重いテーマを扱っていたが、全体の構成が分かりやすかったことと、サンドウィッ

チマンの親しみやすさで見やすい番組になっていた。時間の配分もゆったりしており、

子どもからお年寄りまでわかりやすかったのではないか。また、ゲストのコメントも

短いながら的を射ており、サンドウィッチマンの面白さとの対比で、適度に番組にし

まりを与えていた。 

  大槌町の越田朋子さんが「７０歳になってそこに移って何年住めるだろう」と話し

ていたのにどきりとさせられた。人が戻ってこない所では商売にならず、まちが再建

されても戻らないほうがいいという切実な思いが伝わってきた。一方で、行政にも地

権者からの同意を一人ひとり得ていくといった膨大な作業があり、行政の怠慢と一概

に断じるべきかが悩ましいところだ。人口減少や中心市街地の疲弊は震災前から問題

提起されており、いずれ各地で深刻化する問題が、被災地で先行しているという説明

にはうなずけるものがあった。これを逆手に取っているのが女川における様々な取り

組みだが、先進的な女川ですらやっとここまで来たという印象だ。番組の終わり方と

してはよかったが、当事者は大きな課題を押しつけられた印象を受けたのではないか。 

 

○ この番組は仙台放送局だからこそ制作できる番組で、見やすく勉強にもなった。今

後も深刻なテーマに積極的に取り組んで欲しい。 

  実際に現地は深刻な状態で、このテーマをどこに結論付けて終わらせるのか、ある

いはどのような解決策があるのか、という点に注目して見ていたが、女川町のケース

を示し、新たな視点で頑張っている地域があるとまとめて終わったのがよかった。し

かし、女川町にもまだ復興が進んでいない地域があることや、まちづくりの専門家を

どうやって招いたのか、行政側とどういった折衝をしているのかなど、もう少し踏み

込んだところを描いてほしかった。まちづくりの問題は、女川町や被災地特有の問題

ではなく、全国各地でこれからいっそう深刻になっていく。解決するためのヒントを

多様な切り口で発信してほしい。 

 

○ 大きく分けて、大槌町の行政主導、気仙沼市の民間主導、そして女川町の新しい取

り組みの３つを取り上げた構成でよかった。個別に見ていくと、大槌町では復興工事

が遅い問題や、人が集まらない場所で商店は再建できないという地元の意見、気仙沼

市では人口減少や中心市街地の空洞化という震災以前からの問題があったこと、女川

町ではそもそも震災前の状態に戻すのが良いのかという視点から、それにとらわれな

い発想が必要とそれぞれ異なった指摘が示されており納得できるものだった。ゲスト
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２人のコメントも的を射ていた。特に小野田さんが「500 年から 1000 年に１回のよ

うな災害にも耐えられる大規模かさ上げは時間がかかることが当初から想定されて

いたが、時間をかけていいのかに意識が向いていなかった」とコメントしたのは、非

常に鋭い指摘だと感じた。また、西郷さんも、「でき上がったまちをイメージできる

かが大事」とコメントし、ハード面の整備が先行して、人のくらしというソフト面の

充実が後回しになっている現状を指摘したことに共感した。 

  震災の難しい問題をわかりやすく解きほぐすという当初の番組の狙いは達成できて

いた。しかし、女川町のケースが他の地域にも当てはまる普遍的な例なのかというこ

とを含め、現実の問題解決のためにはより踏み込んだ議論が必要だということも感じ

た。 

 

○ ４５分の中でテンポよく見やすく構成された番組だった。まちや集落は、人が集ま

りインフラが整備されるプロセスに長い年月をかけて出来上がったものなので、震災

により失われたまちを数年といった短いスパンで作り直すこと自体が難しい問題だ。

時間をかけてじっくり進めると人が離れていくので、事業を進める困難さをよく理解

しなくてはならないと感じた。 

２人のゲストのコメントも納得できるものだった。人口減少や、まちの活気が次第

に失われているのは、全国各地、特に東北など地方で問題になっており、震災から単

に復興すればいいという問題にとどまらず、日本全体で向き合わなければならない問

題に被災地が先駆的に取り組まざるを得ない状況になったことがよく説明されていた。

女川町の取り組みはＮＨＫの他の番組でも紹介されており、ほかの地域で課題解決の

糸口としてほしいという意味で、この番組でも取り上げたのだと思うが適切な例示

だった。 

  組の末尾で、サンドウィッチマンの伊達みきおさんが「芸人の中でも我々はしゃべ

らない、口下手だと言われている。東北出身ですから」と話していたが、地元の人間

も声を出していく必要があるというメッセージが込められているようで、元気づけら

れた。 

 

(ＮＨＫ側) 

この番組を制作しようと思ったきっかけは、沿岸部は広大な更地ばかり

で、ここに本当にまちが再建されるのかのリアリティーが感じられず、人

のにぎわいはいつになったら戻るのかを検証してみようというものだった。 

       取材をすると難しい問題が山積していたが、サンドウィッチマンの才能

でうまく間口を広げ、見やすくしてくれた。過去には彼らのほかにもタレン

トを出演させて、賑やかなスタジオにしたこともあったが、サンドウィッ

チマンの役割が見えにくくなる反省点があり、今回はあえて出演者を絞り
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込んだ。結果として、サンドウィッチマンが被災地をよく知るタレントの

立場で、疑問を率直に専門家に問いかける構図がはっきりした。 

       ３つのケースを並べたときに、女川町だけがバラ色に見えて、ほかが沈ん

で見えてしまったのは委員の皆さんのご指摘のとおりだ。それぞれのＶＴ

Ｒの意味合いを明確にすると、限られた時間の中で描けるものが限定的に

なってしまう。さらにそれを３つのケースとして並べると、コントラスト

だけが強調される。その一方、様々な要素を描き過ぎてしまうと、ＶＴＲ

の意味合いがぼやけてしまう。バランスの取り方は非常に難しいが、引き

続き考えていきたい。 

専門家のコメントで印象に残ったのは、まちづくりが遅れていることの

背景として、安心・安全を優先させる部分は誰も異論なく進めてきたが、

まちづくりなどソフトの視点が欠けていたのではないかということだ。今

回はそれを提言できる番組になったと思う。もう一つは、人口減少など、

震災前から全国的に提起されていた課題が東北では一番先鋭化した形で表

れているが、そこで後ろ向きになるのではなく、むしろそれを解決するこ

とで全国のモデルになるという発想の転換が、難しい課題に対して前向き

に取り組む原動力になるのではないかということだ。全ての課題に答えを

出すことはできないが、今後も問題を提起し続け、解決の糸口を描けるよ

う努力したい。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ９月２５日(金)の「ふくしま産でおかわり！超食☆パラダイス」(総合・福島県域 後

7:30～7:55)は、福島県産の食材を使いおいしい朝ごはんを作って競い合う番組でおも

しろかった。食材以外の部分で福島のカラーをもう少し出してほしかった点や、朝食

の割には手間のかかり過ぎる料理だった点が気になったものの、全体的に楽しめた。 

 

○ ９月２５日(金)の東北Ｚ「被災地 極上旅 ～福島県 いわき市～」(総合・東北ブ

ロック 後8:00～8:43)は、観光地が新しい魅力を生み出すときに、ハード面の整備で

はなく、もとからあるものを深く考察して魅力を発掘するという視点がとても参考に

なった。「探検バクモン」や「ブラタモリ」といった全国放送番組に通じる発想で、

地域放送局でもこのアプローチが有効だとわかった。 

 

○ １０月２日(金)の「ふるさと自慢バラエティ ふくしまパラダイス ｉｎ いわき」

(総合・福島県域 後7:30～8:20)、は楽しい番組だった。ふるさとの良さを発信する若
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い世代の取り組みを、ＮＨＫの記者やアナウンサーがプレゼンテーションする番組で、

取り上げる人やグループが多彩でおもしろかった。今回の放送は３回目で、前回の内

容を受けた演出があったが、前回の放送は６月で間が空いてしまっているので、これ

までの内容を丁寧に紹介したほうが親切だと感じた。原発事故後の福島県内の問題に

ついても、適度に織り交ぜて紹介できていた。 

 

○ １０月９日(金)の震災ドキュメント２０１５「“苦渋の決断”への船出 ～密着 新

町長の４０日～」(総合・東北ブロック 後7:30～7:55)は、８月の町長当選からの密着

取材というタイムリーな話題だったことと、今回の視聴番組とも関連する部分があっ

たことで、興味深く視聴した。復興に向けた深刻な問題や、公約を実現する難しさが

描かれていた。今後の取材にも期待したい。 

 

○ １０月１２日(月)の「やりきった！熱投２４年 ～楽天・斎藤隆投手が語る野球人

生～」(総合・東北ブロック 前11:20～11:50)には感動した。斎藤選手の語りに人柄が

表れていて良かったし、インタビュアーの生島淳さんもうまく斎藤選手のコメントを

引き出していた。幸せな野球人生だったと振り返る前に、迷いを断ち切るきっかけと

なる場面を振り返りながら語っていく構成も良かった。彼は東北の誇りだと思う。 

 

○ 仙台局のイメージキャラクター「やっぺぇ」が登場するミニ番組「やっぺぇ！たい

そう」(宮城県域 随時)をほほえましく見ている。現在、ヒーローにふん装したやっぺぇ

が出ているバージョンが放送されており、楽しみながら見ている。 

 

○ １０月３日(土)のＥＴＶ特集「更地と風とカレーライス～宮城県名取市閖上～」は、

今月の視聴番組と合わせて見ることでより理解が深まった。視聴番組では現状の問題

を切り取っていたが、「ＥＴＶ特集」ではそこに暮らす人たちの思いを描いていた。

復興に時間がかかるほど、計画と現実のかい離が大きくなることを考えさせられた。 

 

○ ９月１７日(木)の英雄たちの選択「独立！“蝦夷共和国”～榎本武揚 壮大な実験

～」はとてもおもしろかった。豊富な国際法の知識を背景に、欧米列強の承認を得て

独立国をつくったことや、維新後に新政府の一員を務めたことを興味深く見た。彼に

限らず会津藩士などもそうだが、明治政府は、かつての敵であっても有用な人材は登

用しており興味深い。 

 

○ ９月１９日(土)の放送９０年ドラマ 経世済民の男(５)「鬼と呼ばれた男～松永安

左ェ門～」(総合 後9:00～10:00)は、私の会社と同じ業界を取り上げた番組なのでしっ

かり見た。この業界では有名な人物だが、一般にはあまり知られていないので、来年
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４月から電力が完全自由化される今のタイミングで取り上げたことは時宜を得てい

たと思う。また、配役や音楽、カメラアングルもよく、このシリーズの中でも 高の

出来だと思った。 

 

○ ９月２０日(日)のＮＨＫスペシャル「老衰死 穏やかな 期を迎えるには」(総合 後

9:00～9:49)は感動する内容だった。緩やかに命を閉じていこうとする細胞のメカニズ

ムや、死の苦しみが本当にあるのかといった研究内容を興味深く見た。また、８７歳

のおばあさんが老衰死する瞬間までドキュメントしていた場面は、相当切り込んでい

ると感じた。 

 

○ ９月２０日(日)のＮＨＫスペシャルは見ている者に迫ってくる内容だった。語りの

樹木希林さんと近田アナウンサーはテーマに合ったいい起用だった。科学的な考察に

くわえ、看取る家族と医者との会話など、重いテーマに正面から取り組んでおり、Ｎ

ＨＫだからこそできる番組だったと思う。 

 

○ ９月２２日(火)に放送されたアスリートの魂・選「無心で蹴りぬく ラグビー日本

代表 五郎丸歩」(総合 後7:55～8:42)はワールドカップでの活躍を受けたタイムリー

な編成だった。ルーティンに集中する大切さをアドバイスするなど、メンタルトレー

ナーと選手の関わりが興味深かった。２０１９年には、ワールドカップが日本で開催

され、岩手県釜石市も会場になるので、それを取り上げるのもおもしろいのではない

か。 

 

○ ９月２６日(土)の特集ドラマ「２０３０かなたの家族」(総合後9:00～10:29)、１０

月３日(土)の「２０３０年 家族がなくなる？」(総合 後10:00～10:49)の２つは、と

てもおもしろい企画だった。ドラマの放送後１週間たってからドキュメンタリーを放

送していたが、間隔が空きすぎているように思えた。再放送で２つを続けていた点は

よかった。家族問題の専門家の山田昌弘さんが、従来の家族にこだわるリスクについ

てコメントしていたのが印象的だった。番組のホームページで家族診断などを試して

みたが、作り込みが不足しているように感じた。 

 

○ ９月２７日(日)に再放送されたザ・プロファイラー ～夢と野望の人生～「上手に

生きようとは思わない ～太宰治 虚実に飲み込まれた表現者～」(総合 前1:35～

2:34)では、彼の実像や、なぜ自殺したかなどを分析していく構成が興味深かった。 

 

○ ９月２７日(日)の日曜討論「安保法成立 日本政治の行方を問う」の後半は、安保

法案の審議を通じて国民の理解が進んだかというテーマで議論していたが、この切り
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口がとてもよかった。出演者も主張の異なる４人がバランスよく配され、意見のぶつ

かりあいは見ごたえがあった。 

 

○ ９月２７日(日)の「市川染五郎の「鯉(こい)つかみ」 ～ラスベガスに歌舞伎の花咲

く～」(総合 後1:05～1:38)は、史上はじめてとなるラスベガスでの歌舞伎公演の模様

が放送された。スポーツの分野では日本人選手の活躍が詳しく報じられているが、こ

の番組のように、伝統芸能や音楽、芝居など、日本の芸術が世界でどのように受け入

れられているのかをこれからも番組で取り上げてほしい。 

 

○ ９月２７日(日)と２８日(月)の「ザ・ベストテレビ２０１５」(ＢＳプレミアム 27

日：後0:00～3:36 28日：後0:00～4:07)は今後も続けてほしい番組だ。ＮＨＫと民放

で放送したすぐれたドキュメンタリーを紹介する番組で、２日間で８時間近くにわた

る長時間の放送だったが、良質なドキュメンタリーをじっくり放送することはＮＨＫ

にしかできないと考えている。 

 

○ ９月２８日(月)と２９日(火)のクローズアップ現代「シリーズ国連７０年」は国連が

機能不全に陥っている部分を簡潔ながら丁寧に説明し、課題解決のために各国がどう

すべきかを考えるきっかけをつくっていた。クローズアップ現代は、タイムリーな話

題を扱う回と、この回のようにじっくり取材して放送する回の両方があり、幅の広さ

に感心している。 

 

○ ９月２９日(火)に「あてなよる」(ＢＳプレミアム 後11:15～11:44)という番組が放

送された。お酒と料理の取り合わせが素晴らしかった。お酒が好きな野口健さんと飲

みっぷりのよい戸田菜穂さんの人選もよかった。 

 

○ １０月１日(木)のクローズアップ現代「“世界一の鉄道”に何が～多発する事件・ト

ラブル～」はタイムリーな内容だった。私見だが、利便性を追い求めてシステムが高

度化することで大きなリスクが潜在化し、ささいなことで大混乱が生じるようになっ

た。利便性を求め過ぎることへのある種の警鐘とも言えるのではないか。 

 

○ １０月１０日(土)のＮＨＫスペシャル「私が愛する日本人へ～ドナルド・キーン 文

豪との７０年～」(総合 後9:00～9:58)は、丁寧につくられており、再現ドラマを用い

た構成もよかった。 

 

○ １０月１０日(土)のＮＨＫスペシャルは見ごたえがあった。番組の 後で、彼が伝

統からさまざまなことを学んだことを踏まえ、伝統に興味がない今の日本人に警鐘を
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鳴らしていたが、示唆に富んでいた。 

 

○ １０月１０日(土)のＥＴＶ特集「むのたけじ １００歳の不屈 伝説のジャーナリ

スト 次世代への遺言」は、主人公が秋田出身でもあることから興味深く見た。日本

の進むべき道を考えるうえで、彼が戦時中に経験したことは貴重な証言だ。 

 

○ １０月１２日(月)の連続テレビ小説「まれ」総集編(総合 前編：前8:15～9:43 後編：

前9:50～11:19)を見て、朝の時間帯に向けたドラマではなく、夜間に放送しているド

ラマのように感じた。下期から放送が始まった連続テレビ小説「あさが来た」は楽し

みにできる番組だ。 

 

○ 連続テレビ小説「あさが来た」は毎日見ており、歴史上の人物も出てきているので

楽しみにしている。朝に時代劇というのは意表を突かれたが、連続テレビ小説は、新

しいものをその時代の視聴者に届ける役割があると思っているので、実験的な部分が

必要だ。常に前作を超える気概を持ち取り組んで欲しい。 

 

○ 連続テレビ小説はＢＳプレミアムの午前７時台に２本続けて放送しているが、上期

までは「あまちゃん」と「まれ」が並んでおり、比較しながら視聴した。「あまちゃん」

の脚本が優れていることをあらためて感じた。「あさが来た」も初回から楽しみなが

ら見ている。「あまちゃん」の後継が「どんど晴れ」だが、放送された順番どおりに

編成するのではなく、時間をさかのぼった今回の例もおもしろい。 

 

○ 「花燃ゆ」を見ているが、ストーリーがいまひとつだ。民放のドラマにも言えるこ

とだが、現実の世界でありえないようなことが起きたり、実際には言わないようなせ

りふがあったりする脚本が 近多い気がする。次回以降を見てもらうための工夫なの

かもしれないが、視聴者は見透かしているので、多くの人が共感できるようなストー

リーを考えてほしい。 

 

○ ドラマ１０「デザイナーベイビー～速水刑事、産休前の難事件～」を楽しく見てい

る。黒木メイサがとてもよく、早く続きが見たいと思うストーリー展開だ。土曜ドラ

マ「破裂」も、医療と犯罪を絡ませた作品で系統が似ていると思うが、こちらも怖く

ておもしろい。 

 

○ 「Ｅテレ０６５５」や「Ｅテレ２３５５」は、疲れた頭を切り替えてくれる“癒や

し系”と呼べるような番組だ。民放にも似たようなものはなく、ＮＨＫならではのも

のなので、今後もこういった番組を続けてもらいたい。 
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○ 「考えるカラス」は、子ども向けの番組だが、考え方を学ぶという番組のコンセプ

トは子どもたちにとってためになるものだと思っている。学校の教材など活用の場が

広がるよう期待している。 

 

○ 「ザ・プロファイラー ～夢と野望の人生～」はお気に入りの番組で、新しいシー

ズンが始まり楽しみにしている。 

 

○ 「ニッポン戦後サブカルチャー史」の第２期が始まった。内容が盛りだくさんでた

めになり、授業でも使っている。Ｅテレならではの番組で、こういった番組を次々に

制作してほしい。 

 

○ 昔はあまり見ていなかったＮＨＫを 近は見るようになった。理由は、民放におも

しろい番組がなくなったことや、同じお笑い芸人が似たようなことをしている印象が

あるからだ。これからＮＨＫに求められるのは、民放では制作できない番組や、視聴

率に流されず信念を持って放送する番組だと考えている。また、経済を扱った番組で

は、より切り込んだ取材をしてほしい。地方の中小起業は苦しんでいるところが多く、

経済政策の効果や、地域企業の活性化に向けた課題などをしっかり検証してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

視聴番組について、サンドウィッチマンを起用したのは、より多くの

人に見てもらうための工夫で、効果があったと思っている。震災に関連

した番組は、視聴率の面では苦戦しているが、ＮＨＫが制作する意義は

あると考えているので、視聴率だけにとらわれず、しっかり取り組んで

いきたい。 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年９月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会 

 

９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、平成２８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「よみがえる ふるさとの情景」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月の番組編成の説明、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  浦沢みよこ (株)インターサポート 代表取締役) 

   委 員      伊藤 一弘 (ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事) 

     小林 好雄 ((株) 出羽庄内地域デザイン 代表取締役) 

寺島 英弥 (河北新報社 編集局編集委員) 

照沼かほる (福島大学 行政政策学類教授) 

長谷川 登 (東北電力(株) 常務取締役) 

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) 

 

 

(主な発言) 

 

＜平成２８年度の番組改定について＞ 

 

○ 地方創生が叫ばれているが、東北をはじめとした各地域の価値あるものを、その地

域にとどまることなく全国に紹介する取り組みを大いに進めてほしい。地域の伝統工

芸品を紹介する番組として「イッピン」があるが、このほかにも、伝統芸能、食文化、

自然などの分野で、地方の良さを全国的に見てもらえる仕組みがあると地方は生き生

きするのではないか。 

 

○ やはり来年はオリンピックの年なので、東京オリンピックにつながるよう、多くの

人が楽しめ、また機運が高まるような番組に注力してほしい。「めざせ！２０２０年の
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オリンピアン」はいい番組だと思っており、２７年度後期に新設される「奇跡のレッ

スン 最強コーチが導く 飛躍の言葉」にも期待している。「めざせ！２０２０年のオ

リンピアン」のように若い世代を取り上げた番組のほかにも、まさに４年後の東京オ

リンピックで活躍が期待される選手を取り上げた番組にも力を入れると、より多くの

人が楽しめるのではないか。 

 

○ 今までに放送されたすばらしい番組をもう１回見たいと思っても見られないことが

あり、ＮＨＫオンデマンドの「特選ライブラリー」や、ＤＶＤ販売などをいっそう充

実させ、見たい番組をいつでも買える仕組みを整えてほしい。そうすることで、周囲

にもＮＨＫの番組を勧めやすくなる。 

  

 

＜東北Ｚ「よみがえる ふるさとの情景」(総合 9 月 11 日(金))について＞ 

 

○ 企画の意図がうまく伝わるいい番組だった。ＮＰＯ法人２０世紀アーカイブ仙台と

の連携で、番組に広がりがあった。 

根浜海岸の場面で、「およそ２キロにわたる砂浜がショウシツしました」というナ

レーションがあったが、「焼失」と「消失」どちらなのか分かりにくかった。地盤沈下

と津波によって元の姿がもう変わり果ててしまったという点を補ってほしかった。 

大槌中学校の元校長が持っていた卒業記念ビデオの上映会を行ったことで、震災後

大槌に帰ったことがなかった卒業生の須藤ひと美さんが帰ろうという気持ちになった

場面は、徐々に前向きになっていく姿を描けていると感じた。この卒業記念ビデオは、

はじめにＮＨＫに寄せられたものなのか教えてほしい。 

宮古市の獅子踊りは、８０年前の映像を見ることができ非常に感動した。また、幕

をつなぎ合わせた部分や、獅子頭の角と角の間の飾りを白線で示したのが分かりやす

かった。 

 

○ オープニングの音楽がなく、とても落ち着いていてよかった。途中に岩手から福島

にいたる沿岸地域の懐かしい映像が入っており、見ていて楽しくなった。 

ＡＫＢ４８の出演は、若い人の意見を聞きたいという人選だったと思うが、「すごい、

すごい」という言葉の多用や、アナウンサーのコメントの復唱など、本人の言葉が少

し乏しいと感じた。たとえば、世代を変えてゲストをもう１人立てれば、より多様な

コメントを紹介できたのではないか。 

過去の映像を見ることで、獅子踊りの復活に向けた熱い思いをよみがえらせた方、

大槌中学校の卒業記念ビデオを契機に今回の震災を受け入れることができたという方

を見て、番組がさまざまな方の応援になっていることを感じた。自分も昔の映像に励
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まされることがある。 

後半のＢＧＭも落ち着いた感じがあって温かい気持ちになった。復興に向かう気持

ちをより前向きにさせるような番組で、見た後にほっこりした気分になった。 

 

○ 盛岡局が年間のキャンペーンとして一般の方々に映像提供を呼びかけ、その提供映

像をもとに構成した番組だったが、アーカイブの力を実感した。過去の映像を集中的

に構成した場面には、見る者を当時の記憶に強烈に引き戻す力があり、一般の方が撮

影したものならではの日常の生活が感じられた。時間の経過とともに過去を記録した

映像は失われていくばかりなので、ＮＨＫがリーダーシップを発揮して、過去の映像

をどんどん集めてほしい。青森県では、民放がアーカイブ映像をＤＶＤにして販売し

ている。今後、さまざまな記録映像を集め、手軽な方法で多くの方が見られる方法を

考えればおもしろいのではないか。 

震災直後の映像と過去の思い出の場所を対比することで、被害の悲惨さがより際

立っていた。釜石の根浜海岸は、かつてトライアスロンで何度か訪れたことがあり、

きれいだった海岸がこんなにも変わってしまったのかという複雑な思いで見た。 

地域の伝統芸能を復活させる試みは、昭和１０年代の映像が出てきたからこそ、異

なる世代が力を合わせて取り組むことができたという、未来へつながる希望が持てる

エピソードだ。我々の世代が地域の中で力を発揮していかなくてはならないとあらた

めて思った。 

久慈の海女さんの映像や、子供たちが月光仮面のふん装をして遊んでいる映像など、

自分たちの少年時代が思い起こされ、とてもいい雰囲気が出ていた。 

大槌町の卒業記念ビデオのエピソードは、故郷から離れていた人が上映会をきっか

けにふるさとを見つめ直し、「震災後の悲惨なことは見なくていい」とか「来なくてい

い」という言葉を乗り越え、現実を受け入れようとしている様子が伝わり、締めくく

りもとても感動的だった。 

淡々としたつくりだったこともあり、番組そのものがいい悪いと評価することはで

きない。 

 

○ 映像の力の大きさを実感した。震災を経験した人が震災前の映像を見るのはある意

味でつらいと思うが、それでも過去の映像が元気につながることが表現されており、

盛岡局の取り組みはとてもよかったと思う。 

被災地に残った人と、地元を離れた人の２つで構成されているのもよかった。 

まず、被災地に残った人だが、宮古市の獅子踊りの復活に取り組んでいた長洞正人

さんの表情が、しだいに生き生きしてきたのがとても印象的だった。８２年前の昭和

三陸津波の２年後に獅子踊りが復活し、その映像が残っていたことは、自分たちも負

けられないという動機や支えになったのではないか。 
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次に、大槌中学校の卒業記念ビデオ、上映会に８人しか来ていなかったのがやや残

念だった。地域を離れた人こそ震災の事実を受け入れたくない気持ちが強かったと思

うが、上映会を通じて、「やはり受け入れなくてはならない、そして、これからもっと

もっと大槌を大事にしていきたい」と心情が変化していく様子が描けていたと思う。 

このように映像が復興を後押しするという取り組みは評価できる。被災地に限らず、

ほかの地域でも過去の映像によって元気をもらえる方がいると思うので、盛岡放送局

以外でも取り組む価値があると思った。 

 

○ 盛岡放送局で時間をかけて映像を収集し根気よく取り組まれたことに敬意を表した

い。 

  全体の印象としては、過去の映像が中心だったので、時間の配分など構成がやや粗

雑な印象を受けた。その一方、各地域の過去の映像を少しずつ取り上げていたことで、

見ている側はだいぶ気晴らしになり、全体的には大変よかったと思う。 

まず公開収録の会場と出演者について。根浜海岸の旅館が会場だったが、過去と現

在の違いにかなりショックを受けた。旅館のおかみさんと、ＮＰＯの坂本英紀さんの

存在感はあったが、ゲスト出演者は番組にそぐわない印象だった。 

過去の映像を上映することで、単に懐かしいというだけではなく、復興の手がかり

にしようとする前向きな動きや、同郷の人たちのつながりが復活するという仕上がり

になっており、たいへんよかった。 

長洞さんが獅子踊りの復活にかける熱意というのは、本当に過去の映像の力による

ものだと強く感じた。 

  大槌中学校の卒業ビデオを盛岡で上映した場面は、尾形真也さんと須藤さん、それ

ぞれの心境がよく伝わってくる、非常にこなれた編集だった。ただ、家族も友達もも

うこんな悲惨になったふるさとなんか見に来なくてもいいと言われて見に行かない

という須藤さんの心境がいまひとつ理解できなかった。しかし、エンディングでは子

供を抱えてしっかりとふるさとを見つめており、ラストの後ろ姿はとても印象深かっ

た。 

過去の映像を収集する取り組みは、ＮＰＯや民放各局の取り組みとは別に、映像の

保存のノウハウを伝えるなど、ＮＨＫが行う意義もあると思うので、被災地に限らず

継続してもらいたい。また、盛岡放送局だけでなく、東北各局で昔の映像を募集する

などして取り組んでほしい。 

 

○ とてもよい番組だった。昔の映像を振り返るということで、文字通り蔵出し映像と

いうか、貴重な資料として見ることができた。 

ゲスト出演者には違和感があった。最初に岩手出身と言っていたが、それだけの理

由で選ばれたとすれば、必然性が薄いのではないか。 



5 

画面のデザインやフィルムの回る効果音などが「ファミリーヒストリー」を思い起

こさせた。似ている、似ていないということではなく、他人の物語にいつの間にか感

情移入して見ることで感動を呼び起こすという点に相通じるものを感じた。 

  ＮＰＯの坂本さんの活動についての紹介があったが、浪江での上映会で参加者が「昔

の映像を見られてほっとした」と同時に「帰れないと思うと切ない」と言っており、

それを受けた坂本さんが「昔の町をまずは見てほしいし、それを新たなまちづくりに

つなげてもらえたら」と話していたのが印象に残った。 

  長洞さんのエピソードが一番大きかった。４０年続けていた獅子踊りを津波で中断

していたが、昭和１０年の映像で、昭和三陸津波の２年後には復活させていた様子を

見て「続けなくては」と気持ちに火がつく瞬間を見られたのがハイライトだと思う。

その後もいろいろ取り組みを見ていると力をもらうような感じがして、映像の力の大

きさがとてもわかりやすく伝えられていた。１週間前の「クローズアップ東北」で定

点映像を用いて被災地を描いていた番組があり、その番組でも映像の力を感じた。そ

れから、卒業記念ビデオの上映についても感動的な話だと思った。 

  番組の最後に「懐かしい映像募集中」と盛岡放送局の連絡先が紹介されたが、扱っ

ている映像に岩手県以外のものもあることや、ＮＰＯの活動との住み分けがよく分か

らず、説明が不足しているように感じた。また、番組内で使用している映像がＮＰＯ

のものかＮＨＫに寄せられたものかよく分からなかった。 

 

○ 震災に関連した番組をあえて分類するとすれば、この番組は被災者の心情に寄り添

うような番組であった。したがって、内容のよしあしを一概に言うことはできない。

ただ、この番組は、自分自身が被災者の心情にこれからどこまで寄り添えるのかとい

う、ちょうど分岐点にあるような番組だった。９月１０日から１１日にかけての大雨

の被害を目の当たりにした直後だけに、被災地の「もっとわかって、もっとわかって」

というメッセージを見せ続けられると、いつか共感しきれなくなるように思える。こ

の番組に限らず、震災に関連した番組を考える中で、私はちょうどその時期を迎えて

いるかもしれないと思った。人それぞれ震災を扱った番組の受け止め方に違いはある

が、多くの人たちがどう考えどう感じるのかを検証しながら番組を制作していかない

と、かえって逆効果になってしまうおそれがあるのではないか。 

 

○ ＮＰＯとＮＨＫが震災前の映像を収集し上映する活動について、一般に、昔の映像

というのは見ていて楽しく懐かしい一方で、失ったものを見せることは被災者の傷つ

いた心の中に入っていくことにもなるため、多少の迷いもあったと思う。番組に出演

していた方の思いはきっと複雑だろうが、番組全体を通して、押しつけがましくなく

淡々と事実を並べていきながら、その裏のさまざまな思いをよく描けていた。私はさ
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まざまなものを取り上げるのが放送の使命でもあると思っているので、良い番組だっ

たと思う。 

過去の卒業記念ビデオを見せようとしている元校長が、心の中にあるふるさとを思

い出して心のよりどころとしてほしいと話されていたことに納得した。実際に、獅子

踊りの長洞さんは背中を押されたと話しており、大槌中学校の卒業生の須藤さんは、

ラストのシーンで前を向いていく思いに踏み切ったように私には思えた。やはり映像

の力だったのだろう。 

 

(ＮＨＫ側) 

復興の後押しになるという意見は、制作者の励みになる。 

大槌中学校の卒業記念ビデオを上映した経緯は、ＮＨＫに映像が寄せ

られ、それを見たスタッフが呼びかけたというのが始まりだ。 

ゲストの選択はとても難しい問題で、よく吟味することが必要だ。一

般に、これまでいろいろな番組に出て実績のある人を選べば無難だが、

どうしても似たような人になってしまうので、時には冒険する場合もあ

り、今回はそれにあたると思う。事前に会えば分かることもあるが、そ

れがかなわない芸能人もおり、ぶっつけ本番に近い状況だったのではな

いか。 

大槌出身の須藤さんの心情は、見る方によってそれぞれ受け取り方は

異なるのではないか。エンディングの後ろ姿は、結論を視聴者に委ねた

のではないか。さまざまな見方があってよいと思っている。 

映像の募集について、若干説明が不足していた部分があった。 

いまは盛岡放送局のプロジェクトだが、ほかの県、あるいは東北全体

で実施していくことも検討したい。仙台局にもロケで撮りためた映像が

膨大に眠っており、番組で使用するなど、視聴者の方に何らかの形で見

ていただく方法を考えたい。 

映像の持ち主は、ＮＨＫとＮＰＯの両方の場合がある。番組の中で使

用するときに曖昧だった点については気をつけたい。 

被災者の心情に寄り添う番組という考え方については、まさにおっ

しゃるとおりだと思っており、震災の番組をこれから制作していくとき

に迷うところでもある。全国的にみれば、いつまでも東北ばかり特別扱

いするのはどうかという疑問が確かにあると思う。そこを自覚してやら

ないと、自己満足で流していくだけになってしまうと危惧している。そ

の一方で、被災地の放送局の使命として、被災者の心情に寄り添い、現

状をきちんと発信する役割は絶対放棄するわけにいかないので、バラン

スが大事だと考えている。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○ ７月３１日(金)のやまがたスペシャル「山形発ドラマ“私の青おに”制作の舞台裏」

(総合・山形県域 後7:32～8:45)は、制作の舞台裏や浜田広介の生涯を描いていたが、

浜田広介が歩んだ人生が「泣いた赤おに」の背景になっているのではないかというエ

ピソードを興味深く見た。ドラマの紹介番組としてとてもよかった。 

 

○ ８月１０日(月)「おはよう日本」内(総合・宮城県域 前6:55～6:59.55)で、津波で亡

くなった家族に宛てた手紙を歌にしたというニュースがあった。遺族の方の名前は出

ていたが、紹介されたシンガーソングライターの名前が出ていなかった。宣伝になる

などの理由があり名前を出さなかったと推察するが、この例に限らず、最近はもう少

し実名や会社名、主催者などを明らかにしてほしいと思うことがある。 

 

○ ９月７日(月)の「おはよう山形」(総合・山形県域 前7:45～8:00)で放送された「故

郷映す新たな校歌を」というリポートで、作詞作曲を行う新井満さんが地元の児童と

交流する姿がよく描かれていた。校歌はこれから完成するということだが、その様子

もぜひ取り上げてほしい。 

 

○ ９月１１日(金)のクローズアップ東北「復興予算 問われる自治体の戦略」はたい

へんな力作だった。ちょうど震災から４年半での放送に合わせた取材で、復興に向け

た国の事業や制度の意図が、時間の流れによって当事者側の事情が変化したことで、

実態に合わなくなっていることを問いかけていた。進行も適切で説得力あるものだっ

た。 

仮設住宅から災害公営住宅に移った結果、地域から孤立してしまう被災者をサポー

トするＮＰＯも、資金が続かないなどの理由で撤退が増えており、これを地域にとど

め定住できる仕組みをつくる必要があるということを、次の番組の題材として取り上

げてみてはどうか。 

 

○ クローズアップ東北「復興予算 問われる自治体の戦略」を見て、復興が遅いとか

状況が分からないと言われていたわけが分かった。また、人口減少や高齢化の問題に

ついても、被災地でそれが他の地域より２０年先取りして進んでいるという現状が分

かる、いい番組だった。 

 

○ クローズアップ東北「復興予算 問われる自治体の戦略」を見て、防潮堤やコンク
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リートだけではなく、これからを担う子どもたちや人口減少に歯止めをかけるための

予算の使い方ができないものか考えさせられた。自分のＮＰＯでも来年度に向けてど

ういった活動をしていくかを考えているところだ。 

 

○ 平日・午前５時台の気象情報 (総合・東北ブロック 前5:56～5:59)は、背景の風景

と選曲がすばらしい。 

  東北地方で毎週放送している「被災地からの声」は、背筋を伸ばしてずっと見てい

たい番組なので、今後も続けてほしい。 

 

○ ９月６日(日)の福島をずっと見ているＴＶ ｖｏｌ．５０「ずっとつながれるよう

に～飯館村・おやじプロジェクト～」(Ｅテレ 前0:00～0:24)はほっこりする内容だっ

た。この番組はつらい内容のときもあり、見ていられないこともあるが、最近こういっ

た内容が多く安心して見られる。ぜひ続けてほしい。 

 

○ ７月１０日(金)の高校野球１００年のものがたり わがふるさとのベストゲーム

「岩手県」(ＢＳ１ 後7:17～7:32)はたいへんおもしろかった。 

 

○ ７月２５日(土)のザ・プレミアム 風雲！大歴史実験「戦国鉄砲隊ＶＳ騎馬軍団～

織田信長 軍事革命の秘密～」(ＢＳプレミアム 後9:00～10:29)は非常におもしろく、

印象深い番組だった。鉄砲隊を組織した信長が主役だったが、江戸時代に入ると鉄砲

を取り上げて鋤や鍬に変えて新田開発や食糧増産に努めた家康をたたえているのが

印象的だった。 

 

○ ７月２９日(水)の「独眼竜・花嫁道中～宮城発地域ドラマ～」(ＢＳプレミアム 後

10:00～10:59)は楽しみにしていた。ＢＳプレミアムで大河ドラマ「独眼竜政宗」を３

月まで再放送していたのもこの伏線だったのではないかと思うほどだった。しかし、

期待しすぎていたのか内容面では残念な部分が多かった。全体を通して女装をばかに

しているような印象を受け、伊達男になるための「花嫁修業」に必然性が感じられな

かった。男らしさや女らしさについて考える要素を入れたかったのかもしれないが、

表面的で逆効果だった。伊達政宗の威容や津波の痕跡といった地域の映像を入れてい

たが、これも表面的でうまくいっていないように思えた。エンディングの歌は男らし

さ、女らしさの意味合いから選曲したものだと思うが、やや無理やりで番組に合って

いない印象を受けた。 

 

○ ７月３０日(木)の英雄たちの選択スペシャル「会津ｖｓ．長州～ニッポンを創った

２つの魂(スピリット)～」(ＢＳプレミアム 後7:30～8:59)は、両藩の選択の継承を比
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較しており、とても興味深く見た。大河ドラマで「八重の桜」と「花燃ゆ」の両方を

見ていたのでよりタイムリーに感じた。 

 

○ ８月１日(土)の週刊 ニュース深読み「戦後７０年 きょう玉音放送原盤公開」は、

各世代の代表が集まって玉音放送について話し合う内容だったが、いつもは司会者が

うまくまとめて終わらせるところ、議論が途中で終わってしまったのが残念だった。

一方、９月５日(土)は連続テレビ小説を受けたコメントから番組が始まっておりよ

かった。もっとやってもいいと思う。 

 

○ ８月２日(日)のＮＨＫスペシャル「密室の戦争～発掘・日本人捕虜の肉声～」(総合 

後9:00～9:49)はショッキングな事実を解明した番組で、果たした役割は大きい。捕虜

となった稲垣さんが日本兵に投降を呼びかけるビラ等の作成に協力していたが、家族

にも戦争についてほとんど話さなかったことで、番組を通じて事実が明らかになった。 

 

○ 戦後７０年に関連した一連の番組は、戦争を知らない世代に向けても、映像の説得

力や迫力を通して、戦争の悲惨さを伝えておりすばらしいと思った。その中でも、８

月６日(木)のＮＨＫスペシャル「きのこ雲の下で何が起きていたのか」(総合 後7:30

～8:35)は衝撃的だった。当時の写真に写っている人を、画面上で動かしていくような

演出手法は、視聴者に痛みを追体験させるような効果があり、さすがだと思った。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「きのこ雲の下で何が起きていたのか」は、自分たちは経験して

いないが、戦争の恐ろしさを次世代に伝えていく大切さをあらためて感じた。 

 

○ ＮＨＫスペシャル「きのこ雲の下で何が起きていたのか」に見入ってしまった。こ

こに来てようやく語り始めた方がいることに驚いた。被爆したことをひた隠しにして

いる人がいることもあらためて分かった。戦後70年の節目の中で、次に何ができるの

かということを考えさせられる夏だった。 

 

○ ８月１０日(月)から１２日(水)まで３回にわたって放送した「昔話法廷」(Ｅテレ 前

10:00～10:15)は昔話を題材に裁判を疑似的に学ぶということでおもしろかった。ぜひ

シリーズ化してほしい。ただ一点、「“カチカチ山”裁判」のラストで主人公が「どっ

ちがいいんだろう」とコメントしていたが、判決内容をいい悪いと表現することに対

して違和感があった。結論は示さず視聴者に委ねられていていい教材になる。 

 

○ ８月１１日(火)のＮＨＫスペシャル アニメドキュメント「あの日、僕らは戦場で

～少年兵の告白～」(総合 後7:30～8:43)で、沖縄の少年たちで結成された護郷隊の存
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在を知った。国を守るためとはいえ子どもたちに銃を持たせるのは、まるで今のＩＳ

と同じではないかと思い、痛々しく感じた。番組を通じて知ることができてよかった。 

 

○ ８月１５日(土)の解説スタジアムスペシャル「戦後７０年 日本の針路を考える」

(総合 前0:00～2:00)は、戦後70年を解説委員の論客それぞれが語り、それぞれが突っ

込む、とてもおもしろい番組だった。 

 

○ ８月１５日(土)のＮＨＫスペシャル「カラーでみる太平洋戦争～３年８か月・日本

人の記録～」(総合 後8:00～9:00)は色彩のすばらしさに感動した。短い時間の中で太

平洋戦争を総括する内容で、子どもや孫にも見せたい。カラーだからこそ、山本五十

六の制服やホワイトハウスの「白」、学徒動員の際の制服の「黒」の部分が際立って

いたのが興味深い。また、真珠湾攻撃と玉音放送のときの空の青さ、ジャングルの緑、

炎の赤、銀座の華やかな女性の服も印象に残った。戦地での兵隊の顔のしわや上半身

裸の映像もカラーで再現されており、すばらしい技術だと思った。原爆で焼けただれ

た死体を映していたが、現在の報道ではそういった映像にはぼかしを入れたりする場

面なので、非常に印象に残った。また、天皇陛下が特攻隊を「体当たり機は、たいへん

よくやって、立派な成果をおさめた」と評した言葉と、愛川欽也が疎開をした際、食

糧事情も厳しい中で自分たちは決して歓迎されていなかったという言葉が印象的

だった。 

 

○ ８月２０日(木)の「むちむち！」(Ｅテレ 後7:25～7:55)はタイトルもひどいし内容

も強引だった。開発番組として扱っているのであれば、定時化の前にもう少し内容を

検討してほしい。 

 

○ Ｅテレの自由度、トライアルアンドエラーができる雰囲気はこれからもそうあって

ほしい。私は、「むちむち！」も許容できる。 

 

(ＮＨＫ側) 

今どきの女子高生たちが言葉を意味として知識として知るのではな

くて、その背景も含めて現場に行ったときに何を感じて、どういう反応

になるのかをドキュメントするのが目的だった。しかしそれが伝わりに

くかった。表現方法についてはタイトルも含めてよく検討していかなけ

ればいけないと思っている。 

 

○ ８月２２日(土)の放送９０年ドラマ 経世済民の男(１)「高橋是清」(前編)(総合 後

9:00～9:58)を見たが、オダギリジョーが高橋是清を演じることに違和感があった。彼



11 

は新島襄のイメージが強かったこともあり、たとえば西田敏行の方がふさわしかった

のではないだろうか。また、生涯の展開があまりにも速すぎ、どこかの場面にポイン

トを絞った展開の方が良かったと感じた。 

 

○ 放送９０年ドラマ 経世済民の男(１) 「高橋是清」(前編)は、自分自身に高橋是清

のイメージがなかったからこそ、テンポがあって、実があって、そして必ず女性がそ

こにいて、と要素が盛り込まれており、とてもいいドラマだと思った。 

 

○ ８月２２日(土)のＮＥＸＴスペシャル「愛しい我が子が誘拐された～中国“行方不

明児２０万人”の衝撃～」(総合 後10:00～10:50)は、中国にいわゆる人さらいによる

行方不明者が20万人もいて、跡継ぎがいない農家のために売買されている現実に衝撃

を受けた。中国からクレームがつきそうな内容だったが意欲的な放送で、さすがＮＨ

Ｋと感じた。 

 

○ ８月２３日(日)のＢＳ１スペシャル「大越健介 メジャーリーグをゆく ～知られ

ざるアメリカの素顔～」(ＢＳ１ 後10:00～11:50)はとてもいい番組だった。これから

も、彼のよさをいかせる番組を期待したい。 

 

○ ８月２５日(火)の「モンゴル アルタイ山脈 桐谷健太が目撃！ 幻のユキヒョウ」

(総合 後7:30～8:43)は、ユキヒョウの親子を自然体で、しかもきれいな映像できちん

と残せたのがすばらしい成果だ。１５台もの無人カメラで定点観測していたのはＮＨ

Ｋならではであり、こういった手法は目いっぱいやってほしい。 

 

○ ８月２５日(火)のドラマ１０ 美女と男子(２０)「夢の舞台へ！」最終回は３回も４

回も見た。向坂遼のキャラクターが非常に好ましかった。 

 

○ ８月２９日(土)のブラタモリ「＃１６ 軽井沢」は、軽井沢に興味のある人、行っ

たことがある人にはぜひ一度見てほしい内容だ。軽井沢の広大な平地の成り立ちや町

並みのつくり方をタモリとゲストが解説するが、非常に中身の濃い出来だと感心した。 

 

○ ９月は１００分ｄｅ名著で太宰治の「斜陽」を取り上げている。“「母」という名の

呪縛”や、“かず子の「革命」”など、章ごとに解説しているが、この切り口はとても

おもしろい。最終回に又吉直樹が登場することもあり期待している。芥川賞を受賞し

た同氏が敬愛する作家が太宰治であり、今回の受賞を受け、太宰治の地元への効果も

あるのではと期待している。太宰治が受賞できなかった芥川賞を受賞した又吉直樹が、

「斜陽」をどのように論評するかを楽しみにしている。 
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○ ９月２日(水)の探検バクモン「奇跡のシネマパラダイス」は非常におもしろかった。

映画館として営業しているわけではなく、館主自身が残したいと思っているから守っ

ているという姿勢が印象的で、地域の財産、国の財産としてこういうものを残して

いってほしいと思った。 

 

○ ９月５日(土)の時論公論は、山口組の分裂問題を扱っていたが、出演していた寒川

解説委員が、警察に対し強い決意を持って暴力団撲滅に取り組んでほしいと熱い思い

を語っており、とても頼もしく思えた。 

 

○ ９月５日(土)のＥＴＶ特集「沈黙を破る手紙～戦後７０年目のシベリア抑留～」で

は、抑留者の消息を伝える700通を超える手紙が家族に送られていた事実に驚いた。 

 

○ ９月１１日(金)未明に宮城県に出された大雨特別警報については今後検証が必要だ

と思った。ＮＨＫの問題ではないが、自宅を含む地域でも避難が呼びかけられたが、

結局どれだけの人が避難したのか。また、翌日晴れているのに警報が解除になってい

なかった点も問題だ。本当に逃げなければいけないときにどう取り上げていくべきか

を考えるべきだ。 

 

○ ９月１４日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「不屈の“トップガン”、サイバー

攻撃に挑む 名和利男」には驚いた。深刻になるサイバー攻撃に対し、この人がいな

いと国が終わるかもしれないという状況に驚いた。身の危険を顧みず「この現状を

知って欲しくて今回取材に応じた」と話していたのはまさに命がけで、どきどきしな

がら見た。 

 

○ ９月１６日(水)のアナザーストーリーズ 運命の分岐点「誰もが驚いた！あの事件

の真相スペシャル」はこの日が最終回だったが、取り上げる題材が多岐にわたってい

ておもしろく視聴した。ただ、ナビゲーターの真木よう子さんが棒読み調だったのが

気になった。後期は「ザ・プロファイラー～夢と野望の人生～」が編成されると聞き

楽しみにしている。 

 

○ 毎週土曜日にＢＳプレミアムで連続テレビ小説「あまちゃん」を１週間分まとめて

見ているが、せりふのやりとりなどに同じ東北人として当事者性を見いだすことがで

き、自分も参加しているような感覚がある。一方、現在放送中の「まれ」にはその感

覚がない。地元性は別にして、ただストーリーを追っているようで、視聴者と番組と

をつなぐ「共通の入り口」のようなものが感じられない。連続テレビ小説が改定され
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る時期であり、視聴者が共感できるような企画を検討してもらいたい。 

 

○ これから団塊の世代の方が引退すると、その方たちはテロップでは全員「無職」に

なってくる。これまでの活躍に敬意をあらわした表現、たとえば「退職者」など、適

切な呼称があってもいいように思える。 

 

(ＮＨＫ側) 

震災に関連した番組は５年に向けてこれからますます作っていくこ

とになると思う。いただいたご意見を参考に、我々も工夫していかなく

てはと思っている。 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年７月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会 

 

７月のＮＨＫ東北地方放送番組審議会は、１６日(木)、ＮＨＫ仙台放送局において、

１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、視聴番組のクローズアップ東北「終(つい)の住みかは得たけれど

～多様化する被災者の孤立～」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、８月の番組編成の説明、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  浦沢みよこ (株)インターサポート 代表取締役) 

   委 員      伊藤 一弘 (ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事) 

     伊藤 洋平 (秋田清酒(株) 代表取締役社長) 

小林 好雄 ((株) 出羽庄内地域デザイン 代表取締役) 

寺島 英弥 (河北新報社 編集局編集委員) 

照沼かほる (福島大学 行政政策学類教授) 

長谷川 登 (東北電力(株) 常務取締役) 

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) 

 

 

(主な発言) 

 

＜クローズアップ東北「終(つい)の住みかは得たけれど 

～多様化する被災者の孤立～」(総合 ７月３日(金))について＞ 

 

○ 被災者の方々が移り住んだ先で孤立を深めているという内容だったが、日本が高齢

化社会へ向かう縮図のようにも見え、地域全体にいずれこういう高齢化社会が来ると

いうことを暗示する内容だった。移り住んだ先で話し相手がいなくなり、同じ境遇の

人たちが集まっていた仮設暮らしのほうが気楽だったという言葉もあり、その思いは

よく分かった。全体として暗いイメージで、みんな気が沈んでいるように見えた。行

政による高齢者を孤立させない取り組みや、住民同士の交流など前向きな取り組みも
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紹介されたが、この番組のポイントは孤立を深める人たちの苦悩にあったので、見る

人によっては、暗いばかりではないという反発もあるのではないかと思った。番組で

は 終的に、被災者した方々の不安を除き、仲良くなりたいと思う心理を助けるよう

な行政や地域の取り組みが大事だということを言いたかったのではないかと思う。深

い心理的なダメージを抱える人たちが集まった社会で、どんな形でコミュニティーが

展開していくのか、前向きな続きを見せてもらいたい。 

 

○ 初に公営住宅に移って孤独な生活になったという宮城県石巻市の方、次に、高台

に移転し自力再建したが孤独だという岩手県陸前高田市の方、 後に行政が力となっ

てなんとかしようという宮城県気仙沼市の取り組みと、３つのケースが紹介され、と

ても分かりやすかった。また、ナレーションも落ち着いたゆっくりとした語りで聞き

やすかった。一方で、陸前高田市に新しくできた建物を赤い点で示した地図が出てき

たが、コメントで説明するだけではなく、どういう地図なのか文字でタイトルなどを

入れたほうが分かりやすかったと思う。また、インタビューについて白い文字でテ

ロップを出していたが、一部、背景とのかねあいで見えにくいところがあった。文字

の色も背景に合わせて配慮していただきたい。移り住んだ公営住宅での孤立という問

題は、阪神・淡路大震災の教訓でもあったが、繰り返されている問題なのだというこ

とがよく分かった。今回取り上げた公営住宅のコミュニティーの問題も大事だが、今、

自力再建した方たちが、町のかさ上げ計画のために再建した自宅を壊さなければなら

ないという問題も出ている。４年経ってもなかなか復興が進まないという現状を、い

ろいろな番組で取り上げてもらいたい。 

 

○ 全体として非常に淡々と現状を伝えていた。キャスターもコメンテーターも安定感

があり、安心して見ることができた。しかし、番組で取り上げた高齢者の孤立の問題

は、当事者たちにとっては切実かつ喫緊の問題なので、もう少し切迫感をもって伝え

てもよいのではないかと感じた。被災した方たちは、まず、地震と津波で親族や知人、

友人との別れを経験し、その後仮設住宅などで避難生活を送り、そこから新しい住宅

に移る際にまた人間関係が絶たれるわけで、つまり、強制的に２回も人間関係が絶た

れる経験をしているわけだ。特に高齢になってから、再度新しい人間関係を構築する

のはきついことだと思う。非常に重い内容だと感じた。後半、行政と住民の努力で人

間関係を再構築している公営住宅の取り組みがリポートされ、おおまかには理解でき

たが、詳しいノウハウを知りたかった。東日本大震災の被災地では、公営住宅が建て

られる場所も、阪神・淡路大震災のときとは違って限られている。そういう中で新た

にコミュニティーを作るのは非常に難しいと思う。いろんな場所でいろんなケースが

あると思うので、さまざまな例を掘り下げて伝えると、比較できていいと思う。ただ、

２５分という限られた時間の中で、番組として分かりやすく示していたとは思う。 
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○ 東日本大震災の地震と津波が、表現できないほどの深い傷跡を人々に残しているこ

とを思い知らされた。公営住宅に移り、「ただ生きているだけ」と投げ捨てるように

言った石巻の男性は、孫を抱いている写真も映されたが、本来は、親族に囲まれ、近

所の人たちとつき合いながら人生を終えていくはずだったのだろう。その全てを失っ

たわけで、重苦しく、非常に悲しく感じた。短い番組の中で、自力再建のケース、災

害公営住宅のケースなど、どこを取り上げるのか苦労したと思う。大切なのは、どう

いう境遇に置かれようとも、自分で生きるところを選べることで、高齢者であろうと

選択の自由があるべきだ。行政と住民がいっしょにコミュニティーを作ろうという気

仙沼市の公営住宅の取り組みは非常に良かった。自治会を作らせ、地域で歓迎会をす

るなど、そういうちょっとした関わり、ちょっとした挨拶で、人は生きていこうとい

う気持ちになると思う。住居を再建するだけでなく、そこに暮らす人々がどうつな

がっていくのかが大切だという話で番組を締めくくったのは非常によかった。被災者

に限らず、どこで生きていようともコミュニティーは大事で、その中でどう生きるべ

きか、どう自分の役割を果たしていくかはとても大事だ。そういう意味で、非常にい

い番組だった。南海トラフ地震が心配されるなか、こういう番組はどんどん全国に放

送してほしい。 

 

○ 新聞の連載にすれば５回シリーズの２回分ぐらいの内容で、２５分は短いと思った。

深刻な事例だが、今年２月、石巻の災害公営住宅で５０代の男性が孤独死しているの

が見つかった。市の社会福祉協議会が何度か訪問していたものの、男性から特段の要

望もなく、結局は問題を発見できなかったわけだ。番組の中でも生活援助員の話が

あったが、人手不足がどこでも深刻で、例えば、岩手の援助員の場合は、見守りの対

象になる約１万6,000世帯のうち、訪問先をその１割程度に絞らざるを得ないそうだ。

2015年度で集中復興期間が終わることから、被災地支援に関わっていたＮＰＯ法人も

被災地からどんどん撤退している。これまでコミュニティー作りに関わってきた人た

ちがさらにいなくなるわけで、問題は深刻で、今回の番組は氷山の一角だと思う。番

組の中でも触れていたが、漁業者として自立していた人たちが海を離れて陸に上がり、

新たなつながりを築くのはなかなか難しい。私が岩手県大船渡市の仮設住宅で聞いた

話では、いざ自力再建をし、よそへ移っていく時にはお別れ会をしようと言っていた

のに、実際には、「先に出ていって申しわけない」という気持ちからお別れ会はせず、

ばらばらと人が去って行き、結局、非常に寂しい思いが残るということだった。一方

で、仮設住宅で月１回、みんなで歩く会をしたり、８か所の仮設住宅が連携し、仮設

を出た後も合同で交流会をするなど、つながりを作ろうとするさまざまな動きがある。

また、石巻市の北上町で、自力再建した人たちが、高齢者が多く暮らす災害公営住宅

を取り囲むように家を建て、見守りの町を作ろうと取り組んでいるケースもある。コ
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ミュニティーを作ろうとするさまざまな動きもあるので、今回のテーマは、シリーズ

として息長く放送してもらいたい。２５分でも、番組を制作したことは地元にとって

はすごく大きなことだと思う。 

後に前回の視聴番組について。５月２９日(金)の東北Ｚスペシャル「どんとこい！

人口減少 ～東北発・未来を変える秘策～」は、町や村が消滅するかもしれない深刻

さの中で、若い人たちが地域活性化のために奮闘していたが、従来の過疎からの町お

こしの取り組みとどう違うのか分からなかった。人口減少についても、ぜひ継続的に

取材し、番組を作ってもらいたい。 

 

○ ようやく仮設住宅を出られたにもかかわらず、現実は変わらず厳しいという内容で、

実態に目を向けたテーマで非常に良かった。特に印象的だったのは、「ただ生きてい

るだけ」と話した公営住宅に移り住んだ男性だ。食べて、寝て、釣りをして、テレビ

の前に座り少しお酒を飲む。希望がないという実態が見え、非常に痛みを感じた。次

に出てきた高台移転をした方は、実際に暮らしてみると頼る人もなく、病院に行くの

も相当大変だった。暮らしやすい町というのはどのようにして構築できるのかという

課題を投げかけられた感じがした。また、気仙沼市の生活援助員の見回り活動や、自

治会結成など、少し明るさが見える取り組みも紹介され、よかったと思う。ただ、番

組キャスターがやや早口で、コメンテーターの方もセリフを読んでいるような印象で、

キャスターとコメンテーターの会話がいま一つスムーズでないように感じた。コメン

テーターは何回か番組に出てもらって慣れてもらうのも大事だと思うが、自分の言葉

で話せる人を選ぶということも大事だと思う。「クローズアップ東北」は「クローズ

アップ現代」を意識した番組だと思うが、東北でこういった番組を作るのは非常に大

切なことだと思う。ぜひ今後とも継続し、よい番組を作ってほしい。 

 

○ 短い番組だが、まとまりもあり、とても見やすかった。 初に仮設住宅からどう出

ていくかという説明があり、自力再建、災害公営住宅、防災集団移転の３つが紹介さ

れた。しかし、ＶＴＲで紹介された３つのケースが、その中のどのケースにあたるの

か解説がなく、簡単でもよいので一言説明をいれてほしかった。ＶＴＲで紹介された

３人の方のコメントが対比的で、石巻市で災害公営住宅に移った方の「ただ生きてい

るだけだ。命をつないでいるだけ」という言葉も、陸前高田市で自力再建された方の

言葉も心に刺ささった。陸前高田の方は、「あとはもう死ぬまでここで暮らすようだ

ね」と話していたが、仮設で死ぬのは嫌だ、高齢で先が短いからと、お金を全部つぎ

込んで新居を構えたのに、今つらい思いをしているという状況での言葉で、本当に切

ないものがあった。その一方、 後に出てきた気仙沼市の公営住宅に暮らす女性は「幸

福絶頂」だと言い、その言葉が心に響き、とてもうまい構成だと感じた。コメンテー

ターも、とても分かりやすく話していたと思う。番組の中で、「災害公営住宅内の交
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流について」というアンケート結果が棒グラフで示され、キャスターが、「『人づき

あいが少なく、顔の分かる人も少ない』という回答が48.5％なのに対して、『住民同

士が比較的仲良くしている』という答えは20.4％です」と紹介していた。しかしグラ

フには、他にも項目があり、全部足すと100％を超えていた。複数回答なのだろうが、

もう少しどういうグラフなのか説明してほしかった。 後に気仙沼市のケースが紹介

されて希望が見え、見終わったときにホッとするところがあった。しかし、誰もが行

政がもっと関わればいいと分かっているのに、そうできないからうまくいっていない

わけで、できない理由をもう少し説明してもらいたかった。そこから対策をしないと、

気仙沼市のようにはならないだろうと、もやもやとした気持ちにもなった。 

 

○ 被災した方たちの状況がだんだん深刻化していることが伝わり、警鐘を鳴らした番

組だと思った。コメンテーターについては、 初は、台本を読んでいるだけのような

印象を受けたが、やはり事情通なのだろう、非常に理解しやすい言葉で分かりやすく

解説していたと思う。全体として２５分の番組の中に、アンケートやインタビューな

ど、詰め込み過ぎの印象で、そのために説明が不足し物足りなさを感じた。また、成

功例として紹介していた気仙沼市の例は、他の地域の実態とはかけ離れていると思う。

気仙沼のように大きな町であれば行政がきちんと取り組めると思うが、石巻市や女川

町の漁港では、もともとの集落のコミュニティーが破綻しているという話を聞く。漁

業を引き継ぐ人もおらず、不平・不満が積もっており、行政も町の再建で手いっぱい

で、住民一人一人のことを構う余裕がないのが実態ではないかと感じている。新しい

コミュニティーを作るには、やはり行政からの人的支援、お金がないとどうにもなら

ないと思う。今回の番組では行政の取り組みが強調されたように感じたが、現地では

ＮＰＯ法人やボランティアも一生懸命活動している。そういうところも紹介してもら

いたかった。番組で印象に残ったのは、陸前高田市で自力再建し、立派な家に暮らし

ているのにつらい生活を送る老夫婦と石巻市で災害公営住宅に移ることができたの

に孤独を感じている男性だ。「高齢者には時間がない」、「畳の上で 期を迎えたい」、

それから「生きているだけ」と、胸に刺さる言葉があった。番組を見終わって、非常

に重い課題を突きつけられ、プレッシャーが残ったというのが正直な感想だ。ぜひ、

今後もフォローし、取材してもらいたい。 

 

○ 「クローズアップ東北」は現状を描くことが多く、今回の内容も、こういった見え

にくい問題についてきちんと伝えることは大切だと思っている。なくてはならない番

組だと思うが、共感されるように発信していく工夫が、今後とても大切になると強く

感じている。今回とりあげた問題は、高齢化と人口減少の問題に通じるところがある

と思う。震災後、時間が早回しになったように過疎化が進み、高齢者だけが残ってい

く寂しい状況が起きているが、この状況は被災地に限ったことではなく、私たちがこ
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れから体験することになるというふうに共通項を見せ、多くの人から共感が得られる

ような作りにした方がいいと思う。２５分の中で解決策まで見せるのは難しいだろう

が、続きを「東北Ｚ」で取り上げるなど、成功例をもっと細かに見せてもらいたい。

人口も減っていく中、行政がこれ以上関わっていくのは難しいことだと思う。私たち

が人口減少の中で直面するコミュニティー作りや再生という部分で、どういうことが

被災地から学べるのかという視点で見せてもらいたい。実際、私の近所にも公営住宅

ができ、100 戸ぐらい入るようだが、町内会では「うちの町内会には入れませんと断っ

てきた」と言っていたりする。100 戸もあるのだから自分たちで自治会を作り、町内

会を作って活動してもらおうという考え方で、やはり自分たちとは切り離して考えて

いる印象は強い。自分の周りにもあることで、大変だなと思いながら番組を見た。もっ

と私たちが共感し、寄り添えるよう、もう一つ何か工夫を凝らしてほしい。 

 

○ ＮＨＫでは、震災後の時間の経過とともに、被災した人々の現状をいろいろ放送し

ており、今回もその一環の番組だと認識している。ようやく仮設住宅を出たところで、

思わぬ孤立を生んでいるという事例が見られ、その深刻な状況がよく理解できた。陸

前高田市の夫婦は、８０歳を越えて仮設で死ぬのは嫌だということで自力再建したの

に、苦しい状況になっていた。それを見て、仮設住宅に入らずに、自力再建して新し

い場所に移った人たちの中にも、同じような状況の人がいるのだろうと思い、これは

相当に重い問題だと感じた。番組で取り上げられればある程度フォローはできるのだ

ろうが、見過ごされている人もいるだろうと想像し、少し恐ろしい気持ちになった。

番組の中で、「自助・共助」というキーワードになるような言葉が紹介されたが、共

助という意味では、周囲が、どういう人がいるのかを知る手だてがあればいいなと

思った。これからも復興が進むにつれ、いろんなステージで新たな問題が出てくると

思う。今までどおりフォローし、番組を制作してほしい。 

 

 

(ＮＨＫ側) 

震災から５年目に入り、被災者の方々が抱える困難も、震災直後のよ

うに、家を失った、家族を亡くしたというような見えやすい状況ではな

くなり、よく目を凝らし、深いところまで入っていかないと見えてこな

いような状況になっている。今後、本当に困っている人たちの声を取り

上げていくためには、今まで以上に努力が必要だということをスタッフ

と話している。今回の番組でとりあげた人たちは、幸運にも災害公営住

宅に当選し仮設住宅から出られた人、あるいは自分の財力で家を建てた

人で、はたから見ると、自分の足で自立できたと見られるような人たち

だ。今回の番組で伝えたかったのは、むしろそういう人たちは、移った
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先で困っているが声を上げにくい状況にある、ということだ。まだ仮設

に残っている方に遠慮もあり、また、行政側からはこれで自立できたと

見られ、「困った」という声を上げにくい状況にある。今回ディレクター

と記者と一緒になって番組を作ったが、取材対象者を見つけるのは非常

に苦労した。一軒一軒歩いて説得し、そういうことならばと勇気を持っ

て出演にこぎつけるまでに、ずいぶん時間がかかった。震災から５年目

に入り、孤立など、表面にはなかなか出てこないが困っている人が増え

てくる時期だからこそ、われわれでもっと努力し、上げにくい声を拾い

探し、今後も取材を進めたいと思うきっかけにもなった番組だった。 

委員からご意見があったが、テーマが大きい割に、２５分という短い

時間の番組で、もう少し知りたいところでＶＴＲが終わり、スタジオ部

分でその足りない部分を詰め込もうとしたせいでせわしなくなったよう

なところがあり、そこは反省している。いずれ、継続して取材し、描き

切れなかった部分は別の番組でしっかり描いていきたいと思っている。

また、指摘のあったコメンテーターの本間照雄さんは、テレビ出演は初

めての方で、多少表情など固かったかもしれない。しかし、やはり現場

を歩いているので言葉に説得力があり、個別的、具体的な実感に基づい

たいろいろなケースを話してもらえ、私としてはベストな人選だったと

思っている。これからも頼りにしていきたいと思っている。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ６月１９日(金)のクローズアップ東北「牛の命をつなぐ２ ～継続は力なり～」は、

昨年１１月に放送した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～」の続編だった。 初の番組を６月１３日(土)に再放送した後に放送があっ

た。主人公の土谷移月さんが牛と関わるきっかけになった尊敬する先輩が、教育実習

で母校に戻ってきてみんなと話をするシーンがあった。１回目の放送の時に、なぜ先

輩は出てこないのだろうと思っており、その先輩も出てきて話が完結したような感じ

がした。やはり農業高校なので、命と面と向き合う教育があった。牛の出産、死んで

生まれた牛もいたり、トリをさばく授業は食品として食べるまで行っており、しっか

りとした子どもたちが育つだろうと思った。先輩は北海道の畜産大学に行っており、

将来は牛とかかわる仕事に携わりたい、畜産業や農業高校の先生、食品会社で働くと

か、将来について考えていることをいろいろと話し、移月さんをはじめ現役の生徒た

ちが感動しているシーンもあり、多感な時期の子どもたちの様子をよく表わしていた

と思う。時間の経過とともに、まだいろいろなテーマが出てくると思うので、「牛の



8 

命をつなぐ３」もあるかなと期待している。 

 

○ ６月２６日(金)のクローズアップ東北の「三陸の海 水中で何が起きているか」と、

７月５日(日)のうまいッ！「あまく身がぎっしり ウニ～岩手・洋野町～」は、かな

り共通する部分があったと思う。「うまいッ！」では、洋野町のウニの養殖が紹介さ

れた。岩盤を水路のようにしてウニの畑を作り、卵から幼生まで１年かけてウニを育

て、沖へ一旦放流し、その２年後に沖から回収してさらに畑で太らせ、４年のサイク

ルでウニを育てて出荷していた。ウニを畑で育てるという部分に非常に感心した。

「クローズアップ東北」にも出ていた東北大学の吾妻行雄教授が分かりやすくコメン

トしていた。今、ウニは９割程が輸入物で、漁業者も減少しているそうだ。三陸の海

のように昆布が育つ豊穣な海は極めて珍しいそうだ。洋野町のようにウニが育つ畑を

作ることも日本の沿岸漁業にはとても大事だと感じ、とてもおもしろく視聴した。 

 

○ ７月１日(水)の「てれまさむね」で、仙台うみの杜水族館がオープンしたという

ニュースがあったが、セレモニーに登場した荒川静香さんを紹介するテロップが、「仙

台で育った 荒川静香さん」となっていて驚いた。トリノオリンピック金メダリスト

にそういうテロップというのはいかがなものかと気になった。 

 

○ ７月１０日(金)のクローズアップ東北「生活不活発病を防げ～被災地・高齢者の命

を守る取り組み～」で、岩手県大船渡市にある、地元の福祉法人と海外のＮＧＯが共

同して設立した「居場所ハウス」の紹介があった。「居場所ハウス」というそのまま

のネーミングはどうかと思ったが、「看板を見て来た」というお年寄りが映り、なる

ほど、分かりやすいネーミングは大事だなと思った。居場所ハウスでは、集まってく

る高齢者、一人一人に役割が与えられていた。そのことで活気が持て、社会とのつな

がりが持てるというのはそのとおりだと思った。住まいを作るだけではなく、人との

つながりも再構築していく必要があるということが分かり、共感しながら番組を見た。 

 

○ ７月１０日(金)の東北Ｚ ＴＯＨＯＫＵメンコイらぼ「ふるさとに カンパイ！」

は、「東北のお酒お調べします」というテーマだった。山形のワインと秋田の甘酒、

青森のシードルが紹介され、すごく楽しく拝見した。女性がお酒を飲んでいる姿は華

やかで絵になるし、こういう番組はいいなと思った。ただ、秋田の取材でお酒をもら

うときに「頂かせていただきます」と言っており、「頂きます」でいいのではないか

と思った。また、青森では箸の持ち方がよくなく、チープな感じに見えて残念なとこ

ろはあったが、今回のツアーはすごくおもしろかった。 

 

○ 震災から４年がたち、風化・風評が進んでいることを実感している。全国メディア
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も完全に、３月１１日前後の記念日報道だけになっているように感じている。その中

で、震災直後から津田善章アナウンサーが伝えている「被災地からの声」は、意義の

ある番組だと感じている。被災地で出会った人たちに自分の言葉でそれぞれの状況を

語ってもらっており、被災地の今が一番伝わる番組だと思う。あの番組を見ると、４

年たっても何も変わっていないということがよく分かる。首都圏、東京に向けて発信

しないと風化・風評の壁は破れないと思うので、何とか東北以外の地域にも伝えてほ

しい。私もウェブマガジンを書くなど試行錯誤しているが、「被災地からの声」を全

国放送、せめて首都圏やＢＳなどで放送して、もらいたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

「被災地からの声」は、今、震災５年に向けてということで、より被

災地の現状を全国に伝えたいと、月命日には必ず全国放送してもらえる

ように働きかけ、ほぼ実現している。また、８月のお盆の時期に集中編

成で、連日全国放送することになっている。丸々全部出ているわけでは

ないが、そういう期間は全国放送している。一方で、これまでの支援に

感謝の気持ちを伝えるような声を紹介する企画や、若者や子どもに絞っ

た「被災地からの声」もやってみようという取り組みも始めていて、こ

ちらも全国に発信していくつもりだ。 

 

○ ６月２７日(土)のあなたが主役５０ボイス「仙石線復興ボイス」(総合 後3:05～3:53)

は、仙石線の復興ボイスというテーマもよく、皆さん明るい発言で、非常におもしろ

かった。「あなたが主役５０ボイス」を初めて見たが、子どももお年寄りも、ものお

じせずにしゃべる姿が非常におもしろく、今後も楽しみに見たい番組だと感じた。 

 

○ ７月５日(日)の明日へ－支えあおう－「三十一文字の思い～福田こうへいと“震災

の短歌”～」は、福田こうへいさんが“震災の短歌”を詠んだ人たちのところを訪ね、

じっくり話を聞くという内容だった。“震災の短歌”は、2011年から続けている取り

組みで、今回は福田こうへいさんも選者の一人だったそうだ。短い一言一言の中に深

い思いが込められており、心の叫びのようなものを強く感じた。福田こうへいさんは、

南部弁で、短歌の朗読は決して上手ではなかったが、自分なりのことばで感想を述べ

ている姿には彼の真面目さがとてもよく出ており、好感が持てた。宮城県小牛田農林

高校の生徒が出てきたが、すばらしい感受性だと思った。あの高校だけでも一つ番組

ができるのではないかと感動した。エンディングで羽生結弦選手のインタビューが紹

介され、一つ一つの言葉に重みがありすごいなと思った。オリンピックで勝ち上がっ

ただけの精神力の持ち主で、彼のしっかりした考え方がとても伝わってきた。 

 



10 

○ ６月１９日(金)のドキュメント７２時間「沖縄 追憶のアメリカン・ドライブイン」

は、沖縄戦や基地問題がクローズアップされるなか、タイムリーな内容だと思って見

た。レトロなアメリカ的なドライブインで取材をしていたが、その中で捉えた老夫婦

の言葉が非常に秀逸だった。戦前から沖縄に住んでおり、戦後、アメリカにとられた

土地が戻ってきたとき、基地として使っていたのに、昔からあった神仏のほこらなど

には手をつけず、元のままの姿で返してくれたそうだ。しかし、本土から資本が入っ

てきて、結局全部壊されて開発されてしまったという話で、本当にそれはやりきれな

いと感じた。しかし、それが現実なのだと思い、そういうインタビューを捉えたのは

とてもすごいことで、よくぞ放送してくれたと思った。 

 

○ ６月２０日(土)の 助けて！きわめびと「イライラが止まらない」を見た。こうある

べきだと思うことがイライラを生み出すそうで、夫婦の姿を通して、こういうふうに

話すとイライラが解消するという方法を紹介していた。子どもも笑顔になっていき、

その過程を丁寧に映しており、やはりいい番組だと思った。 

６月２７日(土)の「時間が足りない！」に関しては、問題解決の糸口までは指し示

していたが、解決するまでには至らず、解決案だけを提示して終わり、すっきりしな

かった。解決案を出したら必ず解決するところまで見せてもらいたい。 

 

○ 毎週月曜日に「ハートネットＴＶ ブレイクスルー」という番組を放送している。

６月の放送は、６月２１日の世界ＡＬＳデーにかけて、ＡＬＳと戦い続けるヒロさん

という方の特集を４週連続で放送していた。６月２９日(月)の「難病ＡＬＳと闘う広

告プランナー・ヒロ 世界は今、希望の種をまく」には、スタジオ出演もされ、本当

にすごいと思った。この後、本当にいつまで取材していけるのだろうかと思いつつも、

まずは知ってもらうことが大事なので、見る側も覚悟して見たいと思う。頑張って続

けていただきたい。 

 

○ ６月２７日(土)のＥＴＶ特集「不器用な ぼくらの教室～東大・異才発掘プロジェ

クト～」は、 高にいい番組だった。東京大学の異才発掘プロジェクトに多動症やア

スペルガーを抱えた600人もの子どもたちが参加し、これから５年間かけて子どもた

ちの能力をどう伸ばしていけばよいのか、見守っていくそうだ。アスペルガーと診断

された男の子が、障害はハンディだと思っていたが、障害があったからよかったんだ

と考え直し、短い期間の中でどんどん変わっていく様子が映された。これから５年、

ずっと近くで撮り続けるのだろうと思う。このプロジェクトに600人も応募したこと

にも驚いている。これからの成果も見たいし、ぜひ続けて取材し、続編を作ってもら

いたい。 

 



11 

○ ６月２８日(日)のＮＨＫアーカイブス「戦後７０年 総力戦 なぜ敗れたのか～破

綻した輸送計画～」では、軍部が国力、戦力を非常にずさんに見積もって戦争に突き

進み、補給路を絶たれて敗戦に至るまでを描いたドキュメントで、２０年以上前に放

送した番組だが古い感じはしなかった。今年は戦後７０年なので、こういう戦争関係

の番組もいろいろ放送されると思うが、２０年前の番組と今年作られる番組を比較し

ながら見ると、われわれ世代には勉強になるだろうと感じた。 

 

○ ６月２８日(日)の新世代が解く！ニッポンのジレンマ「男女共同参画社会のジレン

マ大研究」(Eﾃﾚ 前0:15～1:15)を見た。女性ゲスト４人に男性が２人、司会のアナウン

サーと社会学者の男性ゲストという組み合わせでトークを展開していた。内容的には

大企業の“おじさん”批判だったが、青山学院での収録で、女子学生ばかりのフロア

でトークを展開するのも女性ばかりという構造だった。しかし、ここでの話を聞いて

ほしいのは実は、“おじさん”で、彼女たちが困っている状況を一番知ってほしい人

たちにどうしたら届けられるのだろうかと思いながら見た。政府は、２０２０年まで

に指導的地位を占める女性の割合を３０％にしようという目標を掲げているが、番組

では、女性だけではなく、ケア責任のある人、つまり育児や介護など、誰かをケアを

する立場にある人こそ登用すべきだというコメントがあり、とても印象的で、本当に

そのとおりだと思った。 

６月２８日(日)のスポーツ・ラボ ぼくらはマンガで強くなった～ＳＰＯＲＴＳ×

ＭＡＮＧＡ～「体操・内村航平 金メダルの秘密！」(BS1 後9:00～9:49)を見た。体

操金メダリストの森末慎二さんが原作を書いている全３４巻の体操マンガが紹介さ

れた。そもそも、それ以前に柔道マンガがヒットし、柔道人気が高まっていることを

見て、体操マンガを作れば子どもたちが体操をやるに違いないと考えた森末さんが、

「体操マンガを作って」と持ちかけたところ、出版社から原作を作ってくれと言われ

て原作を書いたといういきさつを初めて知った。マンガになるまでとても大変だった

ようだが、内村選手が「このマンガが体操の原点」と嬉しそうに語っている姿を見て、

苦労が実を結んですごいなと思った。以前、「ＮＨＫスペシャル」で内村選手を特集

しており、空中感覚の獲得の話にはマンガ話は一切出てこなかったが、内村選手が「こ

のマンガのおかげで空中感覚を体得できた」とも言っており、興味深く聞いた。子ど

もたちの見る時間帯に、ＢＳではなく総合テレビでぜひ放送してほしい。 

７月１３日(月)は、「力のすべてを“ペダル”にかけて」の回を総合テレビで深夜に

放送していた。大人気の自転車マンガを取り上げており、とても楽しみにしていたが、

途中で地震速報が入って終わってしまった。改めて再放送してくれるそうだが、気に

なったことがある。この自転車マンガは今大人気だが、ヒットした背景にはアニメの

放送がある。しかし番組ではアニメについては一切触れていなかったのに、セリフの

吹き替えにはアニメの声優さんを起用しており、もやっとしながら見た。とはいえ、
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とても楽しい番組ではあった。 

 

○ ６月３０日(火)の「にっぽん縦断 こころ旅」の宮城県の１日目を見た。視聴者から

寄せられた心の風景について書かれた手紙を火野正平が読み、その場所へ行くという

番組だが、５９歳の阿部靖さんの手紙が紹介された。仙台一高生だった当時、部活で

活躍するわけでもなく、学業成績が優秀だったわけでもなく、外見もいいわけでもな

く、彼女もおらず、通学途中にある女子校の前を通るのを避けていたそうだが、ある

日、友だちとたまたま女子校の前を帰っていると、校舎一面に身を乗り出した１００

人以上の女子生徒がおり、その中から「阿部くーん」と声がして顔を赤らめたところ

を、みんな一斉に「阿部くん」「阿部くん」という合唱になり、友達と２人で赤面し

て逃げるように立ち去ったというエピソードだった。当時はどちらかといえば女子高

生が大人びて、男子高生はかわいいと言われるぐらいの関係で、その辺りの気持ちが

懐かしく、共感した。 

 

○ ６月３０日(火)の先人たちの底力 知恵泉(ちえいず) 偉大な先代を持ったら「二代

目はつらいよ 偉大な先代を持ったら 徳川秀忠」を見て、秀忠がなぜ将軍になり得

たかが分かった。世継ぎの候補は３人いたのだが、武勇に優れた次男と四男に比べ、

三男の秀忠は文徳に優れていた。秀忠を推した大久保忠隣は、乱世は武勇が肝要で

あったが、天下を治めるには文徳も必要だと言い、文徳があり謙譲な人柄の秀忠が選

ばれたそうだ。秀忠は、家康亡き後の260年の幕藩体制を揺るぎないものにしたとい

うことで、すばらしいと思った。家康がしていた側近政治をやめて多くの人の意見を

聞く老中制度を整え、武勇に優れた者、城づくりに優れた者といった人たちを呼んで

は、話を聞いたそうだ。 後に番組では、秀忠のことをフレンドリーな将軍だと評価

していた。世の中の二代目にとっては参考になるいい番組だったと思う。 

 

○ ７月４日(土)のブラタモリ「＃１１ 奈良の宝」は、完成度が高く、おもしろかっ

た。 

 

○ ７月５日(日)の日曜美術館「片岡球子 輝く個性の秘密 スケッチは語る」を見た。

富士山などの力強い絵は私も好きだが、番組では「面構(つらがまえ)シリーズ」につ

いて取り上げていた。片岡さんは若いころ院展で華々しく入選した後、学校の先生を

しながらしばらく受賞から遠ざかっていたそうだ。そのとき生徒の絵を一生懸命に描

いていたそうで、それが「面構シリーズ」につながったという。生徒には、単に見え

たまま描くのではなく、その裏側も見て、裏側も描くつもりで描かないとだめだと話

していたそうだ。「面構シリーズ」は６０代で取り組んだ挑戦で、足利尊氏など日本

の歴史的な人物を描いているが、心の望遠鏡で心の中まで見て、過去として描くので
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はなく現代に生きているような気持ちで描くということだった。これも、生徒の内面、

裏側まで描こうとした先生時代の経験が生きているのだと思った。ゲストは日本を代

表する写真家の大石芳野さんで、世の中にこびず、自分の個性を失わないで挑戦を続

けてきたと話していた。片岡さんからの手紙は住所と名前がはみ出すような字だった

というエピソードもあり、人柄がしのばれ、なるほどと思いながら聞いた。キャスター

の井浦新さんは、落ち着いたコメントをしていて、非常にいいと思う。テーマも構成

もよい番組だった。 

 

○ ６月、７月は女子サッカーのワールドカップがあり、関連の番組も多く放送されて

いたが、女子ワールドカップの決勝戦当日、７月６日(月)のクローズアップ現代「ふ

たたび世界の頂点へ～なでしこ 激闘の記録～」は、とてもよいタイミングの放送だ

と思った。いかにして勝ち上がっていったか、強く進化していったかを時系列で伝え

ており、放送のタイミングも非常によかったし、興味深く見た。 

 

○ ７月に入って、「２次元グルメドラマ 本棚食堂」という番組が始まったが、撮りた

めてずっと見ていたいような番組だ。仕事にせっぱ詰まったときに、どういうわけか

現実逃避で本に書かれた料理を再現し始めるというストーリーで、毎回展開は同じで、

登場人物も同じなのだが、中村蒼さんや柄本時生さんなど実力派の俳優がうまく番組

を構成していて、ＢＧＭの音楽も落ち着いていてかつおもしろく、とても楽しく見て

いる。 

 

○ ７月８日(水)の歴史秘話ヒストリア「あなたのココロを一刀両断 日本刀ものがた

り」は、話題の日本刀ブームを「歴史秘話ヒストリア」でも取り上げるということで、

興味深く見た。妖刀村正やフィクションだと思っていた逆刃刀が実在していたという

話、新選組の土方歳三の愛刀を打った会津の刀鍛冶の話など、とても新鮮に拝見した。

ただ、日本刀のブームの火付け役になったオンラインゲームについては全く触れてお

らず、なぜ言わないのかとても違和感があった。ほかのマンガやアニメについては言

及しているのに、なぜだろうと気になった。 

 

○ ７月１１日(土)の ブラタモリ「＃１２ 仙台」は、伊達政宗が地形マニアというの

がテーマだった。タモリさんがタレントというよりは、専門家のように非常に博識で

あるというところがテーマとかみ合い、非常におもしろかった。後編の放送もとても

楽しみだ。特に、案内役の専門家の先生が、タモリさんの的を射た回答に対して、「私

が何年もかけて研究したことを…」と何回も驚いていたのが非常におもしろかった。 

 

○ ７月１１日(土)の ブラタモリ「＃１２ 仙台」は、テーマが「伊達政宗は地形マニ
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ア」で、いきなり変化球というか、コアなところに行ったという印象で驚いた｡次回

も楽しみだ。 

 

○ ７月１１日(土) ブラタモリ「＃１２ 仙台」を見た。「ブラタモリ」は大好きな番

組で、井上陽水のテーマソングも非常に好感度をアップしていると思う。ただ、番組

スタート当初は、桑子真帆アナウンサーについて、好き勝手なことを言って笑ってい

たり、主役のタモリの前を横切っていったりして、なぜこの人を起用したのだろうか

と不思議に思っていたが、何かのインタビュー記事で、自分なりのやり方でやってい

くということを明言していた。確かにそうで、独特で非常におもしろいなと感じるよ

うになった。彼女の存在が番組にさらりと溶け込んでいて違和感がなく、飽きること

なくあっと言う間に番組が終わる印象だ。今回テーマになった四ツ谷用水はよく知っ

ていたが、あれだけ支流が張りめぐらされていたことや、しかも井戸水という恩恵を

もたらしたなど、未知の部分が非常に多く、楽しく見た。仙台には伊達政宗ゆかりの

文化財がいろいろなところに残っているのに、行政も市民も文化財を保管している個

人も保存に熱心ではなく、城下町だった面影がどんどん失われていると思う。番組を

見て、そんなことも考え、悲しい思いにもなった。 

 

○ ７月１１日(土) のブラタモリ「＃１２ 仙台」、四ツ谷用水の話はとってもよかっ

た。政宗が全部考えたわけではないだろうが、昔の人はすごいなと思った。用水を張

り巡らせたおかげで、岩盤の上の砂礫(されき)層に水が浸透し至る所で井戸が出ると

いう、副次的な恩恵ももたらしたという説明には本当に感心した。ＮＨＫならではの

深い番組で、今後も「ブラタモリ」は楽しみにしている。 

 

○ ７月１１日(土)、福島からの公開生放送した「アニソン・アカデミー スペシャル

ｉｎ福島～ギガ元気！福島～」(ＦＭ 後2:00～4:00)に参加し、とても楽しかった。放

送終了後にアンケートに回答したが、その中に「ＮＨＫの受信料についてどのように

思われるのか」という設問があり、選択肢に「今回のような活動にふれたことで、受

信料を払う意義があると思った」という内容があった。何か興ざめし、逆効果になる

のではないか、イベントに来ている人に聞く質問としてどうなのかと気になった。イ

ベントごとにどのようなアンケートをしているのかお聞きしたい。 

 

 

(ＮＨＫ側) 

イベントを行う際にはなるべくアンケートをするようにしており、全

国なるべく同じ項目で聞くことになっている。年齢・性別、そして、「今

回のイベントに参加していかがでしたか」、「これまでに、ＮＨＫのイ
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ベントや公開番組に参加されたことがありますか」、「ＮＨＫの活動に理

解が深まりましたか」、 後に「ＮＨＫの受信料について、どのように思

われますか」という内容があり、「今回のような活動にふれたことで、受

信料を払う意義があると思った」という選択肢が入っている。放送だけ

でなくこういったイベントも受信料で行っているという気づきをしてい

ただきたいという趣旨だ。 

 

 

○ ７月１２日(日)の「ＮＨＫスペシャル「腰痛・治療革命～見えてきた痛みのメカニ

ズム～」を見て、まだ腰痛持ちではないが、腰痛は怖くないことが分かった。恐怖が

生み出す痛みということで、腰痛以外にも通用することなのかなと思った。すっきり

する内容で、さすが「ＮＨＫスペシャル」だと思った。 

 

○ ７月１３日(月)のクローズアップ現代「なぜ広がる“ブラックバイト”被害」は、

昨今話題になっているブラック企業でバイトをしている若者たちの辛さを取材して

いた。教師を目指す学生が、塾講師のアルバイトをしているケースでは、教え子たち

の期末試験の問題集作成を無報酬の残業でさせられ、皮肉にも大学の試験勉強ができ

ないという悲惨な実態がインタビューで明らかにされた。すごくインパクトある話

だった。また、スタジオのゲストが、学生がアルバイトをする理由について、かつて

は趣味や遊びのためにしていたが、今は授業料や生活のためにせざるを得ないという

話をしていた。社会構造が変わり、親も経済的に苦しい状況だということで、学生が

「自分にかかるお金は自分で稼ぐ」と話しており、その心境を考え、辛い気持ちになっ

た。われわれの学生時代はスポーツや恋愛、ボランティなど、常にお金はなかったが、

それなりの生活をエンジョイしていたと思う。学生たちが貧困に追い込まれている現

実を見せられ、かつての学生生活とは全く違う世界になっていることを浮き彫りにし

たすごい番組だと思った。 

話は少しそれるが、現代は、学歴よりも手に職をつけたり、資格を持っていたほう

が就職には有利だと思う。学生が苦しみながら大学に通っている姿を見て、なぜ大学

に入るのかという根本的な疑問がわいた。番組では奨学金制度についても触れ、欧米

ではほとんどが給付型で返済は要らないが、日本は返済型なので学生が安心して学べ

ないという話もあった。一方で、返済する人の数が減って運用できない奨学金制度が

出ているなどの問題もある。授業料も昔に比べたら国公立も高くなっており、大学の

あり方についても考える必要があると思った。 

後に、大学生たちが立ち上げた労働組合ユニオンが紹介されたが、かなり反響が

あったのではないかと思う。学生のブラックバイトに対する学生ユニオンの活躍、あ

るいは支援を今後期待していきたい。 
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○ ７月１３日(月)から７月１５日(水)の「あさイチ」は、福島からの放送で、会津、中

通り、浜通り、とバランスよく紹介しておりよかったと思う。１５日(水)は南相馬市

からで、７月下旬に開催する野馬追の紹介もありタイムリーな内容だった。年に１回、

福島からのキャラバン放送は恒例になっているようだが、「あさイチ」の影響力はと

ても大きいので、もっと取り上げてもらいたいと思っている。 

 

○ 仕事から帰ると「ニュースウオッチ９」を見ている。４月から河野憲治キャスター

になり、いま一つピンとこない印象だったが、７月１４日(火)のイランの核開発問題

のニュースについてのコメントは非常に生き生きとしており、自身のコメントだと感

じた。テヘランで初代支局長を務め、ワシントン支局長をした経験もあるそうで、こ

れまでの経験を生かしたコメントで、非常によかったと思う。翌１５日(水)、懸案の

安全保障関連法案の強行採決の問題では、「多くの国民はまず丁寧な説明が聞きたい

と感じているように思う」とコメントしていた。また、鈴木奈穂子キャスターによる

なでしこジャパン主将の宮間あや選手へインタビューも非常によかった。やはりキャ

スターはとても大事だと思う。ある程度キャスターの色を出して、顔の見えるニュー

ス番組にしていってほしいと思う。 

 

○ 昨日、安全保障関連法案について衆議院の特別委員会で可決されたが、ＮＨＫは採

決の模様は中継したが、審議については中継しなかった。審議を中継しなかったこと

について「総合的な判断」とコメントしているようだが、安保法案は国民の大きな関

心事であり、その判断材料を提供するのがマスコミの大きな役目だと思う。中継をし

なかったのは、責任を果たしていないと言われてもしかたがないと思われる。 

 

(ＮＨＫ側) 

国会中継については、仙台局にもいくつかお問い合わせがきた。寄せ

られたご意見については全部データベースに上げ、集まった声として全

体的に共有できるようにしている。 

 

○ ７月１５日(水)のクローズアップ現代「ＦＩＦＡ 腐敗の深層」は、かなり入り組ん

だ人間関係の中で腐敗が進んでいったことを明らかにしていた。民放ではブラッター

会長のゴシップ的な取り上げ方が多かったが、この番組では会長の背後にいる人たち

の相関関係も非常に詳しく調べてあり、すごい取材力だと思った。 

 

○ ７月１５日(水)のためしてガッテン「暑さに勝つカラダへ！熱中症＆血液ドロドロ 

一挙解決ＳＰ」は、猛暑が続くなか、全く時宜を得た放送だと思った。あるものが足
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りないと熱中症になりやすいドライボディになるという話だったが、「ためしてガッ

テン」はすぐに答えを出さず、何だろう何だろうと思わせて 後に答えが出てくるの

で、非常にわくわくしながら見られる。人間の体は６０％が水分で、１％だけの脱水

でもぴりぴりとした痛みを感じるという。筋肉のない体は、ドライボディとなり、い

くら水を飲んでも水分をため込めないのだそうだ。歩くとかスクワットをすることを

お勧めするということで、私も実践しようと思った。司会の立川志の輔さんと小野文

恵さんは、番組の雰囲気にあっており、非常に進行がうまいと思う。人柄がにじみ出

て、見る人を爽やかに、幸せな気分にしてくれる。番組がいい悪いというのはキャス

ターの存在もだいぶん影響すると思う。 

 

○ 「めざせ！2020年のオリンピアン」は、見終わったあと、いつも気持ちがすっきり

する番組だ。優秀だが次のステージに行けずに伸び悩んでいる未来のオリンピアンの

子たちに、先輩が来て教えるという内容で、まるで魔法を使ったように、子どもたち

がすっと伸びていく様子が見られる。大体２日間指導するのだが、一気に変わってい

く様子が２５分の番組の中に入っており、次のオリンピアンを期待しながら見守って

いきたいという気持ちにさせられる。師匠がよいとこれだけ変われるのか、先生は大

切だなと思いながら見ている。とてもいい番組だ。 

 

○ ＢＳプレミアムのデータ放送に「プレミアムシネマ」という項目ができ、先の放送

予定が全部出るようになっていた。今までスポットを見ながらメモをとっていたが、

ｄボタンを押すと番組名が出るようになり、とても嬉しい。 

 

(ＮＨＫ側) 

「プレミアムシネマ」のデータ放送は、５月１日から始まった新しい

サービスだ。 

 

○ ギリシア問題で、いろいろな報道でギリシアの人たちにマイクを向けて「ノーか、

イエスか」を聞いているが、「あなたたちはその借金についてどう思うんですか」と

いう質問をぜひしてもらいたい。「ノー」と言う人たちに対して、どう問題を捉えて、

「ＥＵの言うことなんか聞かない」と言い続けているのか、ギリシア人の言い分もあ

ると思うが、ぜひインタビューしてほしいと思っている。 

 

○ 要望を２つ。まず、前回の視聴番組で人口減少問題に対する各市町村の取り組みを

紹介してもらったが、今後もそういった動きを取材し、紹介してほしい。また、今、

米価が下がり農業をやめようとする人が増えている。大きな問題になっていくように

思うので取り上げていただければと思う。 
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(ＮＨＫ側) 

今回視聴番組にした「クローズアップ東北」の孤立の問題は、震災か

ら４年がたち、これからどんどん顕在化していく問題だと思う。取材が

非常に難しいところでもあるが、９月の震災から４年半のタイミングな

どで、東北地方だけでなくて全国に向けて、こういった深刻な問題を発

信していかなければならないと思っている。ご指摘いただいた点を踏ま

えて取材を重ね、放送していきたい。 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 



1 

平成２７年６月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会 

 

６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、

７人の委員が出席して開かれた。 

議事に先立ち、空席となっている副委員長の互選を行い、新しい副委員長に浦沢み

よこ委員を選出した。続いて、会議では、まず、「クローズアップ現代」報道に関す

る調査報告を受けた再発防止策について説明があった。続いて、視聴番組の東北Ｚス

ペシャル「どんとこい！人口減少 ～東北発・未来を変える秘策～」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月の番組編成の説明、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  浦沢みよこ  （（株）インターサポート 代表取締役） 

   委 員      伊藤 一弘  （ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事） 

小林 好雄  （(株) 出羽庄内地域デザイン 代表取締役） 

畑中みゆき  （ＮＰＯ法人 High-Five 理事長） 

照沼かほる  （福島大学 行政政策学類教授） 

藤沢 清美  （(一社)岩手県芸術文化協会理事） 

 

 

（主な発言） 

 

＜東北Ｚスペシャル「どんとこい！人口減少 ～東北発・未来を変える秘策～」  

（総合 ５月２９日(金)）について＞ 

 

○  スタジオのセットを黄緑を基調にし、イスやテーブル、テロップは赤を基調にして

いたが、色がミスマッチで少し見づらく感じた。番組としてトータルなカラーコー

ディネートを意識してほしい。 

内容はとてもおもしろく、未来を表現したドラマも東北の人口ピラミッドのグラフ

もとても分かりやすかった。また、北海道下川町の「地域の資源で町を元気に！」と

いう紙芝居は、絵がポップでかわいらしくとてもよかった。岩手県紫波町のオガール

エリアの紹介も分かりやすかった。オガールエリアは新しい建物、箱物を作って成功
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した事例だが、一方で、今ある建物や資源を生かしながら人口減少に立ち向かってい

る事例や、そういう取り組みをしている団体なども取り上げてもらいたかった。行政

にとっても参考になると思う。全体に希望を感じさせるポジティブな内容で、今後も

人口減少について取材を進めてほしいと思った。ぜひ、続けてもらいたい番組だ。 

 

○  極端な例ではあったが、人口減少の象徴的なポイントをドラマ仕立てで見せたのは

分かりやすくおもしろかった。また、人口減少への対策事例を何か所か取材し、その

ＶＴＲを見せながら起承転結をつけていく構成はとてもおもしろいと思った。最初に、

最近話題の地域おこし協力隊の取り組みが紹介され、外部からの視点での地域の宝探

しはとても大事だと思った。次に、行政によるコスト削減や地域でお金が循環する仕

組み作りについて、北海道と岩手県の事例が出てとてもよく分かり、可能性を感じた。

これまで町づくりといえば、郊外に大きなショッピングセンターをつくり、そこでイ

ベントをするという例が大半だったと思うが、商業ベースではなく地域に住む人たち

を主役にし、地域の人が集える場所という考え方をしたほうがよいのだなと思った。

人口が減っていくなか、地域のつながりを大事にすべきだと強く思わされた。最後は、

教育を前面に出した町づくりの事例が取り上げられた。やはり自分が生まれた町に住

み続けたいという思いが第一歩になるので、とてもよい取り組みだと思った。これか

らもこういう番組をどんどん作っていってもらいたい。 

ゲストの青森県出身の室井佑月さんから「青森は就職先がほとんどない」というよ

うなコメントがあり、批判が来ないかとドキリとしたが、決して無知で言っているの

ではなく、批判があることも承知の上で、自分の感性で思ったことを言っているのだ

と思う。コメンテーターの藻谷浩介さんの分かりやすい語り口はとてもよかった。 

 

○  去年、増田寛也さんが書いた「地方消滅」という新書が出て衝撃を受けたわけだが、

番組で紹介された秋田県五城目町や岩手県紫波町、宮城県女川町では、その前から過

疎や人口減少を見据えた取り組みをしていたことが分かり、模索する現状がよく出て

いてよかった。最初にスタジオで、人口減少について、働き口がない、活気がない、

子育てやしっかりとした教育環境がないといった原因を挙げ、その解決策を実際の事

例を取材したＶＴＲで見せるという流れで、いい構成だった。 

秋田県五城目町の場合は、2040年には人口が今の半分以下になるという数字が出

ていた。２０年間企業誘致をしてきたが１社も誘致できず、そこで考えを切り替えて

地域おこし協力隊という若者を雇うことにしたそうだが、非常に先見性のあるいい事

例だと思った。ただ、古民家を民宿に変えようというプロジェクトの紹介の場面で、

ネットで出資者を募り１か月で570万円集まったと言っていたが、果たしてその金額

でできるのかなと疑問に思った。今後、継続して取り組んで雇用創出につなげられれ

ばいいと思った。岩手県紫波町の事例は、活気ある町づくりがテーマだった。駅前に
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あった広い空き地にできた多目的の複合施設・オガールエリアは、当初は文化会館や

ホールを作ろうという計画もあったようだが、そういった施設は他にもあるわけで、

こういう施設にしたのは正解だと思う。宮城県女川町の事例では、住民たちが話し合

いを重ね、最終的に教育を前面に出した町づくりをすることを選択したそうで、これ

もいい発想だと思った。 

ところで、人口減少によって消滅する都市がどんどん出て来るなかで、人口が増加

する都市もあるそうだ。増田さんの「地方消滅」で、若年女性の人口増加率ベスト２

０が出ており興味深く見たが、東北では唯一、秋田県大潟村が第２位に入っていた。

農業を産業化して成功した特殊な自治体だが、ほかにも、産業誘致型、ベッドタウン

型、学園都市型などで成功している事例が全国にあるようだ。今後、そういった事例

も紹介してほしい。 

 

○  冒頭で、東北では８割の市町村が消滅するかもしれないというコメントがあり、重

いテーマで危機感をあおる印象だったが、全体的には希望の持てる内容でよかった。

スタジオゲストのバランスもよく、特に藻谷さんの話はテンポがよく、とても分かり

やすかった。紹介された事例はどれも興味深く、成功例ばかりだったが、希望をもた

らす番組という位置づけのようだったので、そういうものかなと思った。地元住民が

気づかない魅力がある、どんな町にも財産があるというスタンスや、一度ふるさとを

出たからこそ得られる視点があるなど、うれしくなる表現がたくさん詰まっていた。

また、人口減少を乗り越えるためのキーワードを巻物で出して解説したのはおもしろ

く、「循環」、「町のリビング」、「希望」というキーワードが出てきたが、とりわけ「町

のリビング」という表現はおもしろいと思った。 

さまざまな人が登場したが、ＶＴＲで紹介された秋田県五城目町の地域おこし協力

隊の丑田香澄さんがスタジオにも登場し、実際に話が聞けてとてもよかった。東京で

疲れを感じ、自分の幸せを考えたときに、こんなにあくせく働いているばかりでいい

のかと考え、一大決心をして地元に戻ったそうだ。藻谷さんからは、震災後、東京で

同じように考える若い人が増えていると説明があり、興味深かった。岩手県のオガー

ルエリアは、駅前にあった何もない空き地に有益な施設ができてよかったと思うが、

そういう民間と行政の施設を一緒の建物に入れ、さまざまな人の需要に応えるという

類いの施設は別にめずらしくなく、全国どこでもあると思う。むしろ、建設前の段階

から住民が参加し、本当に必要とするものを一つ一つくみ取って作り上げたという過

程をもっと強調してもよかったのではないかと感じた。宮城県女川町の「身の丈に

合ったまちづくり」という表現もとてもよく、岩手県のオガールエリアを運営する岡

崎正信さんが言っていた「みんなリトル東京を作りたがってしまうが、それは失敗す

る」という言葉と呼応する表現だと思った。最後に、スタジオで室井さんが「お仕着

せではない、自分なりの幸せを見つける時に来ている」と話しており、よい締めの言
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葉だと思った。 

藻谷さんの例えはどれもとても分かりやすくおもしろかったのだが、人口減少の先

にあるものを見据えようという話のなかで、「一旦スリムになると身軽になってアク

ティブに動ける」と、ダイエットの例で説明していて、おもしろいと思う反面、そう

いう表現で人口減少を語って大丈夫だろうか、とりわけ震災による人口減少という現

実がある中、表現としてどうなのだろうかとドキリとした。 

 

○  今回の番組は、１月５日(月)に放送したクローズアップ現代「地方から日本を変え

る（１）まちを潤す“にぎわい革命”」が参考になっているのではないかと思った。

クローズアップ現代もスタジオゲストが藻谷さんで、岩手県紫波町のオガールエリア

も紹介され、非常に興味深く見ていたが、今回は、東北地方でもう一度確認するとい

う意味も含め、非常にいい番組だった。 

３つの事例が紹介され、１つ目が秋田県五城目町の地域おこし協力隊の丑田香澄

さんの取り組みで、非常におもしろかった。やはり外部の視点は大事で、よそから来

た人には、地域に住む人間が気づかないような宝がいっぱい見え、その宝を活用すれ

ばいろいろな仕事が生まれるのではないかと発想できるわけだ。これからの地域おこ

しにとって、そういう発想が非常に大事だと思った。藻谷さんが、最近若い人に田舎

志向が増えており、大きなターニングポイントを迎えていると話していたが、私の周

りにもそういう人が少しずつ増えており、実際にそのことを肌で感じている。また、

起業を通した仕事づくりの中で、藻谷さんが出したキーワード、「循環」は非常に大

事だと思った。加工、デザイン、マーケティングなど、これまでは中央でやっていた

ことを地域でやることによって、地域でお金が回り、雇用が生まれるということで、

これからの地域おこしにとって示唆に富む話だと思った。 

２つ目の岩手県紫波町のオガールエリアは、運営を任された岡崎さんが補助金に頼

らない取り組みをしたところに大きな特徴があると思う。当初、143億円だった予算

を47億円に縮小したことも非常によかったし、民間のテナント料を公益の施設の維

持管理費に充てるという取り組みもよいと思う。何よりも人間中心の町づくり、人が

どんな暮らしをすれば幸せになるかを追求した町づくりをするという心意気は、非常

に大事なポイントだと思った。３つ目の宮城県女川町は、人口減少を受け入れ、それ

に立ち向かう取り組みがいろいろ出ており、その中で、子どもをいかに育てるかとい

うことを町づくりの中心に据えていた。子育て環境は移住を決める上でも非常に大き

なポイントになると思うので、こういう視点の町づくりもありだと感じた。現実は非

常に厳しいわけだが、消滅する都市がどんどん出るリスクがあることを前提に置き、

その中でどういう取り組みをしていくかを紹介した内容で、非常によかった。 

今、東北各地で地方創生について行政が相当な思いでさまざまな取り組みをしてい

ると思う。山形県の庄内地域では、特に移住について行政が取り組んでいる。ＮＨＫ
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でも、移住者の暮らしぶりを紹介するような番組をぜひ考えていただきたい。 

 

○  人口減少を考える場合に、今回の番組のようにどう町を活性化し維持していくかと

いう問題と、実際にどう町を終わらせるのかという問題と、２つあると思う。今回の

番組は、人口減少を食いとめる、町に人を呼び戻すということがテーマで、町の魅力

を再発見しよう、町づくりをしようという事例の紹介があり、その部分ではとてもよ

くできた番組で、何となく希望を感じさせて終わっていた。 

しかし、東京でさえ人口が減ることが分かっている中で、本当に人口が減った段階

でどうするのかという問題にはあまり触れていなかった。必ず消滅する町があるわけ

で、どう町を終わらせるのかという、ソフトランディングのさせ方なども見せてもら

いたい。また、人口が減って、宮城県女川町などのように町を小さく作り直したとき

に、人口が何人であれば存続できる、何人いなければ存続が難しいという、そういう

最低のミニマムラインを考えていかないと、今後は町づくりができないと思っている。

実際に道路が陥没した場合、きちんと復旧工事をするのか、１か月に１回しか人が行

かないような道路を本当に復旧させるのか、そういうことに関して行政とコミット

メントをとりつけていくことも必要になると思う。人口減少は確実に進むわけで、東

京から人を呼び戻そうにも、東京にも人がいない、海外からお客さんを呼び込んでも、

おもてなしをする側がいなくなるという状況になってくる。日本よりもずっと人口の

少ない国もいっぱいあるので、そういう意味での先進事例を取材して、ぜひ見せても

らいたいと思った。次回作は、町が消滅するという部分に真しに向き合う暗い色調の

番組にしてもいいと思うし、逆に、「所さん！大変ですよ」のように、「こんなに大変

なんだ」というところを笑いながら見る番組もいいかもしれない。人口減少が進み、

町が消滅するという部分に対して、真正面から取り組んだ番組を見せてほしい。 

 

○  ゲストの室井さんの存在がとてもよかったと思う。発想、感覚も鋭いので番組が引

き締まったと思う。冒頭のドラマは、多少受け狙いもあったのだろうが、ちょっと滑っ

た印象がした。同居する家族は、誰が祖父母で、誰が曽祖父母なのか分からず、メイ

クも足りないのかと思ったりした。いわゆる「増田レポート」の中身まで詳しく入ら

ず、ドラマ仕立てで見せたのは、ポイントが分かってよかったと思う。しかし、２０

代から３０代の子どもを産む世代の女性が少なくなるために消滅する市町村が出て

くるということを、人口減少の解決策を考えるために説明した方がいいのではないか

と感じた。 

紹介した３つの町づくりの事例はとても分かりやすく、また、女性の視点を生かす

ということが、ところどころに出ていたのもよかったと思う。岩手県紫波町のオガー

ルエリアは、建設する前に、２年間かけてワークショップで議論したそうだ。商業ベー

スでないフリースペースをつくることが必要だという結論になったのは、やはり住民、
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特に女性のニーズから出てきたようで、女性の意見をよく聞くことがポイントだと

思った。宮城県女川町の町づくりでは、男性が発言禁止というグループ討議が紹介さ

れ、すばらしいと思った。男性は議論の中で、現実的には無理だと打ち消してしまい

がちで、それを言わせず女性の意見を拾っていくのは、このテーマに限らず参考にな

ると思った。思いや考えを素直に表現させ、それを打ち消さないというグループ討議

の方法はすばらしいなと、家庭内の関係も考えながら見させてもらった。分かりやす

くよい番組だった。続編もあるといいと思う。 

 

○  導入部分がドラマ仕立てで入りやすかった。また、紹介するテーマごとにドラマや

実際の事例が映像で紹介され、飽きがこないよい構成だった。アナウンサーとゲスト

の藻谷さん、佐藤唯さん、室井さんのバランスもよかった。藻谷さんの説得力のある

コメントに対して、佐藤さん、室井さんの反応も良く、聞きやすかった。また、藻谷

さんが番組内で３つのキーワードを提示して解説をすることで、要点が理解しやす

かった。番組の最後が「希望」というキーワードでまとめられたのは、人口減少に関

して持たれている負のイメージに新たな視点を与えたのではないかと思う。 

秋田県五城目町、岩手県紫波町、宮城県女川町の事例が映像で紹介されたが、内容

もコンパクトで要点がまとまっており見やすかった。また、紹介されたプロジェクト

の当事者がスタジオにも直接出演して話したので、プロジェクトの内容がより具体的

に表現され、理解しやすかった。人口減少に対して経済的な視点だけで町づくりを考

えるのではなく、より生活に関係した居住環境や人の交流などの必要性から考えると

いうことが紹介され、非常に学ぶ点が多い番組だった。テーマとしては重い問題を取

り上げた番組だが、セットも明るく、出演者の服装も非常に軽やかで好印象だった。

シリーズ化が予告されていたが、年に数回はこのような番組を作成し、放送してもら

いたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

人口減少は去年の「増田リポート」の発表以来、すごい数の本や雑誌

が出ており、今回、番組の立ち上げに当たっては、どういう切り口で取

り上げればいいのか、非常に広い海の中にごぎ出したような感覚があっ

た。その中で、あえて何か絞り込まなければいけないと思い、最初に３

つのことをスタッフと話し合った。１つめは、人口減少はもう避けられ

ないという前提で話を進めようということ。２つめは、何かしら将来に

つながる側面を見出したいということ。これは、東北ブロックでの放送

なので、町が消滅して大変なことになるということだけを言っても受け

入れられないだろうと思ったためだ。３つめは２つめにも通じる部分が

あるが、人口減少をきっかけに何か新しい社会や暮らし方を提示してい
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けないかということだった。実現できたこともあればできなかったこと

もあり、できなかった点については委員のみなさまからご意見をいただ

いた。 

指摘された件、カラーコーディネートについては、セットとＣＧをつ

くるデザイナーが今回は別々に担当したので、その連携がうまくいかな

かったのかもしれない。現場に伝え、問題を共有したい。次に、秋田県

五城目町の古民家を民宿にする取り組みについて、果たして雇用創出に

つながっているのかというご指摘があった。実際、新規の雇用は、都会

からやってきた若者、１人だけで、そういう小さい雇用にすぎないもの

を番組で紹介するのはどうかということは議論をした。その上で、１人、

２人という積み重ねが、町全体に活気を与えるというような発想の転換

も必要だと考えた。スタジオで藻谷さんも話していたが、これまでは大

量にお金を投資し、大量に人を雇うという時代だったが、人口減少社会

では、大量投資、巨大開発とは別のやり方が必要だということで、民宿

の例もあえて紹介することにした。ゲストについては、室井さん、藻谷

さんは、非常に忙しい方で、特に藻谷さんとは打ち合わせがほとんどで

きず、当日何を話してくれるのか非常に心配だった。しかし、やはりサー

ビス精神がある方で、思ったままをポンポンと発言するのは、テレビを

見ている視聴者にも分かりやすかったと思う。制作側から見れば“不規

則発言”になりかねないところもあったが、うまくおさまったかと思っ

ている。 

次回作についてだが、１１月に放送することが決まっており、次にど

うするかという議論をそろそろ始めるところだ。今回の番組では「希望」

ということを出したが、どうしてもきれいごとに見えてしまうところが

あったと思う。その辺をどうするか、委員の指摘もふまえ検討していく

ので、ぜひまた意見をいただければと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  先週、岩手のほうに出かけ、「おはよういわて」を見た。上原康樹アナウンサーが

担当しており、天気予報を伝えるときに、抑揚ある声で「風も しっかり 夏模様」な

どと、詩的な雰囲気で天気を伝えていた。とても楽しく見て、すっかりファンになっ

た。 

 

○  ５月２３日(土)に開催されたイベント、「柄マニア天女わーるど in Sendai」に出

http://kichijo-tennyo-sendai.jp/archives/1161
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かけた。すごい人で、立ち見もいっぱいだった。会場で、びじゅチューン！「その天

女、柄マニアにつき」が映し出されると、子どもたちが音楽にあわせて歌いだし、と

てもおもしろかった。「びじゅチューン！」を制作する井上涼さんがトークショーに

出演していたが、もう少し話を聞きたいと思った。 

 

○  仙台市博物館で開催されている“奈良 薬師寺展”に連動して５月２３日(土)に開

催したイベント、「柄マニア天女わーるど in Sendai」について、６月９日(火)の「ひ

るはぴ」で紹介していた。篠原ともえさんが出演していたが、２０年前にバンドをし

ていたころと雰囲気が全く違っていて、当時から知る自分としてはとてもおもしろく

見た。また、随時放送している、びじゅチューン！「その天女、柄マニアにつき」は

とてもおもしろく、楽しんでいる。 

 

○  日曜日の午前中に放送している「明日へ－支えあおう－」をよく見ている。 

５月２４日(日)の明日へ－支えあおう－ 復興サポート「子どもたちで祭りを創ろ

う～宮城・岩沼市 Ｐａｒｔ４～」は、津波で流された６つの集落が集団移転してで

きた新しい町で、子どもたちが新しいお祭りを作り上げていく過程を紹介していた。

中央大学教授の石川幹子さんと福島県立博物館学芸員の森幸彦さんのサポートで、子

どもたちは６つの集落のもともとのお祭りについて知り、今も伝わる神楽を見たりし、

何のためにお祭りをするのかという意味を段階的に学んでいた。教育的にも非常に興

味深い取り組みだと思った。子どもたち自身が話し合ってお祭りのテーマを決め、海

の流木を拾ったりしながら手作りでおみこしを作り上げており、高校生の一人が「新

しい文化の節目だと考えている」と、新しい文化を作るんだというようなすごい言葉

を発していてドキッとした。津波で一瞬にして何もかも失った中で、大人たちが次の

世代の子どもたちに新しい祭りづくりを委ねるという取り組みだったわけだが、子ど

もたちの表情がとても生き生きとしており、しかもそれを見ている大人たちもとても

嬉しそうな顔をしているのがとても好感を持てた。多くの命が失われた中でのお祭り

なので、子どもたちは亡くなった人に新しい町を見せたいという思いを持って取り

組んでおり、復興に向けた一つの吹っ切り方という部分も深く感じた。 

６月７日(日)の明日へ－支えあおう－「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、かなり怖い内容だった。科学者たちが原発事故によって放

射能で汚染された阿武隈山地に入り、放射線が生物にもたらす影響についての調査に

挑んでいた。ふだん立ち入れない高い放射線の区域で調査をしており、科学者たちの

果敢な挑戦に頭が下がる思いだったが、国はどこまでこういう調査に本腰になってい

るのかという部分をもっと知りたかった。番組の中に、「人間が住むことができない

環境」という表現があり、非常に気にかかった。そういう表現をした以上、国がその

地域に対してどういう姿勢になるのか、どう本腰を入れていくのか、そういう部分を

http://kichijo-tennyo-sendai.jp/archives/1161
http://kichijo-tennyo-sendai.jp/archives/1161
http://kichijo-tennyo-sendai.jp/archives/1161
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取材してほしい。このような番組はぜひ継続してほしい。 

６月１４日(日)の明日へ－支えあおう－「いくぞ～！北の出会い旅～東北・宮城～」

は、吉幾三さんが宮城県の多賀城市や七ヶ浜町などをめぐる、土地の人たちとふれあ

う旅だった。吉さんのキャラクターが生かされており、行くさきざきで歌をつくって

歌い、誰とでも打ち解けていく中で笑いもたくさん生まれ、復興に向けて頑張る人た

ちに共感して泣いたり笑ったりするという部分をうまく伝えていたと思う。 

 

○   ５月２７日(水)のハートネットＴＶ「原発事故・避難者アンケート～何が福島の

人々を苦しめているのか～」を視聴した。先月、福島県でもこのアンケートについ

ての番組が放送されたが、全国放送で取り上げてもらえ、とてもよかった。福島の

番組では主に避難区域について取り上げていたが、今回の番組は別の視点で、自主

的避難者について取り上げたのがよかった。しかし、時間があまりにも短く、いろ

いろな大事な問題について中途半端な紹介に終わり、もったいなく感じた。ぜひ、

続編を制作してほしい。 

 

○  ドラマ１０「美女と男子」は、全２０回ということで、すごく力が入っているな  

と感じている。なかなか２０回のドラマはないと思う。第２部もスタートし、楽しく

見ている。 

 

○  ４月２９日(水)のインタビュー ここから「ノーベル賞受賞 天野浩」（総合 前

6:30～6:53）で、アナウンサーが「天野さん」と「さん」づけで呼んいるのが気になっ

た。敬意を払った形で、「教授」や「博士」、「先生」などと呼んでもらいたい。関連

して、仕事を退職した人を「無職」と表現するが、アメリカでは退役軍人や退職者に

対して、「retired」という職業分類がある。こういった言葉を何か作れば、これから

のシニアが輝く時代にふさわしいのではないかと思う。人の呼び名や敬称に関しては、

敬意を払った使い方をしてもらいたいと思っている。 

 

○  ５月４日(月)に再放送した、「君が僕の息子について教えてくれたこと」（総合 後

1:05～2:04）は、「自閉症の僕が跳びはねる理由」の著書、東田直樹さんのドキュメン

タリーで、今年見た中で一番いい番組だった。東田さんの本に書かれた言葉は文学的

ですばらしく、読んだだけでは、本当にこの人は自閉症なのかと疑ってしまうと思う。

テレビカメラの取材で東田さん自身もとても緊張したと思うが、番組の中で自閉症の

子を持つ親が、自分の子どもを受け入れて愛せるようになったという声があり、とて

も心に響いた。ぜひ見てほしい番組だ。 

 

○  ５月２１日(木)の仮説コレクターＺ「ホラー映画を観ると、やせる／相手に不快な
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ことを思い出させると、モノが売れる」は、２時間ずっと体重計に乗りながら延々と

怖い映画を見せ、本当に体重が減っているかを検証するという内容で、何ともいえな

いおもしろさだった。「仮説コレクターＺ」は初めて見たが、すごい番組だな、やは

りＮＨＫだなと思いながら見た。これからもぜひ見たいと思う。 

 

○  ５月２５日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「渡辺謙５５歳、人生最大の挑

戦」は、ブロードウェイミュージカル「王様と私」の独占密着取材で、６月８日(月)

のクローズアップ現代「未知の世界へ飛び出せ～渡辺謙・５５歳の挑戦～」でも、同

じく「王様と私」への挑戦が取り上げられていた。「クローズアップ現代」の方は、

「プロフェッショナル 仕事の流儀」の後日談のようになっており、満足感を得るこ

とができ、また、トニー賞の発表の日の放送だったので、とても興味深くおもしろく

見た。放送するタイミングはとても大事だと思った。 

 

○  ５月２９日(金)の新日本風土記「福島 三春」を見た。樹齢千年以上の「三春滝桜」

で有名だが、町の人たちがずっと桜を守ってきたということがよく分かった。張り子

人形や三春駒、ひょっとこ踊りなども紹介され、心豊かに楽しく、とてもリラックス

できる内容でよかった。三春は、仙台にとっては伊達政宗の正室・愛姫のふるさとと

いうつながりもあり、とても楽しめる番組だった。 

 

○  土曜ドラマ「ちゃんぽん食べたか」を楽しく見ている。尾崎将也さんの脚本も楽し

く、山西惇さんを初め、キャストもとてもよい。また、物語の前段になるエピソード

が、ドラマ放送開始前の５月３０日(土)に“ちゃんぽん食べたか”放送直前スペシャ

ル ドラマ「かすていら」特別編（総合 後3:05～4:15、後4:17～5:07）で紹介され

たのがとてもよかった。 

 

○  ５月３０日(土)、６月１３日(土)の「ブラタモリ」は、北海道の函館を訪ねた。来

年、青森から函館に新幹線がつながるということもあり、おもしろく視聴した。函館

の夜景の美しさの背景に度重なる大火があったことや、函館山は明治時代には、対ロ

シアのための要塞で、頂上部分を削って見晴らしをよくしたので夜景もよく見えると

いうことが紹介され、なるほどというふうに思い、とてもおもしろかった。ぜひ、東

北にも来てもらいたい番組だ。 

 

○  ５月３１日(日)のＮＨＫアーカイブス「歌のグランド・ショー～昭和歌謡の世界～」

は、1977年に放送されたもので、司会は山川静夫アナウンサー、出演が加山雄三さん、

五木ひろしさん、堺正章さん、八代亜紀さん、都はるみさん、森昌子さんとそうそう

たるメンバーだった。山川アナウンサーと堺さんのかけ合いがとても軽妙で、しゃれ
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が効いており、非常に楽しい番組だった。また、当時は新人だったであろう所ジョー

ジさんも登場し、山川アナウンサーの存在だけではなく、番組を構成したディレク

ターやプロデューサーの力も非常に感じられた。今、「ＮＨＫ歌謡コンサート」とい

う番組があるが、果たして幅広い層が満足する番組になっているだろうかと感じてい

る。演歌を大事にするのもいいが、ちょっと旬を過ぎたような歌手が出演することも

多く、バラエティーに富んだ企画性、娯楽性など、７０年代に放送していた「歌のグ

ランドショー」に学ぶべき点は多いのではないかと感じた。 

 

○  ６月２日(火)のイッピン「漆と木が生み出す琥珀（こはく）色の輝き～岐阜 飛騨

春慶～」は、職人の技を掘り下げて丁寧に映した、見応えのある内容だった。リポー

ターはともさかりえさんで、自然体で番組を盛り立ててくれたと思う。伝統をアレン

ジして作った「忘れな盆」という携帯を置くような台の紹介もあり、職人さんが、「伝

統の技術を使って、時代に沿ったものを作っていく」という精神を語っており、非常

にいいなと思った。最後に、ともさかさんが川辺で飛騨春慶の弁当箱でお昼をいただ

くシーンがあり、高級なものとして飾るのではなく日常の中で使うべきで、ともさか

さん自身も飛騨春慶を身近に感じることができたという終わり方で、とてもよかった。 

 

○  ６月３日(水)の歴史秘話ヒストリア「オレは即身仏になる！～“ミイラ仏”の不思

議な世界～」は、１月に東北ブロックの番組でも紹介した山形県湯殿山に伝わる即身

仏について取り上げていた。即身仏というのはやはりすごいものだが、知らない人も

非常に多く、全国放送で取り上げてもらえたのは大変意義があると思う。 

即身仏になるきっかけはいろいろあるのだろうが、鉄門海上人は、武士２人を殺し

てしまった罪に悩むなかで、自分が人々から支えられて生きていることに気づき、罪

を償い、支えてくれている人たちに恩返しをしたいという気持ちから、人々の苦しみ

を引き受ける千日の山籠もりの修行を行ったという過程が丁寧に描かれており、よ

かった。また、奈良県吉野の大峯山で千日回峰行を成した、塩沼亮潤さんのインタ

ビューが入っていたのも非常に生きていた。鉄門海上人は土中入定して即身仏になる

夢がかなわずに亡くなったのだが、その後、彼を慕う人々により即身仏としてまつら

れるようになったという。そのことについて塩沼さんが、「自利利他円満」という表

現で、「鉄門海上人の自分を高める気持ちと慈悲の心、その気持ちを人々が支えたと

いうのは、仏教者として理想とする生き方」と言われて、即身仏の世界の深みを感じ

ることができた。最後に、案内役の渡邊あゆみアナウンサーが即身仏に手を合わせて

涙を流され、非常にびっくりした。「どうして泣けてくるのか･･･。いいお顔ですよ

ね。」と語られて、とても丁寧に取材をして、いい番組をつくっていただいたと思っ

た。 
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○  ６月８日(月)のクローズアップ現代「未知の世界へ飛び出せ」は、渡辺謙さんの

ミュージカルへの挑戦を取り上げていた。その中で、ブロードウェイの演出家やハリ

ウッドのキャスティング・ディレクターから、「日本人はもっと冒険して、挑戦して

ほしい」という話が出ていた。１０代から２０代にかけて、世界に視野を広げられる

ような番組、世界に挑戦したくなるような希望の持てる番組があると、きっかけと

なってグローバルに活躍できる若者たちが出るのだろうかと思いながら見た。 

 

○  ６月９日(火) の先人たちの底力 知恵泉（ちえいず） 商売繁盛の極意「日本一

の金持ち男 商売を繁盛させろ！淀屋常安」を見た。伏見城の造営の際、あと二日で

巨大な岩石を排除しなければならないということになり、ほかの業者が500貫（かん）

の見積もりを出すなか、常安は５０貫で工事を引き受けたそうだ。ほかの人が岩に綱

をつけて引っ張って撤去すると考えるところを、常安は穴を堀って岩を埋めたそうで、

すごい発想だと感じた。また、大阪冬の陣では徳川家康に住まいを無料で提供し、そ

の見返りとして死者の始末をすべて任せられ、よろいやかぶとなど、今の価値にする

と2,000億円をもうけたそうだ。その後、淀川の中州を埋め立て物流の拠点を作り、

さらに、米の先物取引をすることで全国各藩の米の取り扱いを支配するまでになった

という。総資産額は100兆円に上り、１年半で100億円使う贅沢な暮らしをしたとい

う話もあり、非常に興味深く、100億円をどう使ったのか、ぜひ取材して放送してほ

しいと思った。常安は、「度を越せ」、「まずは与えよ」という言葉を残しており、現

代にも通じる非常にいい番組だった。 

 

○  ６月１０日(水)の歴史秘話ヒストリア「古代日本 愛のチカラ よみがえる 持統

天皇の都」を見た。天武天皇は即位の際、後に持統天皇となる皇后・讃良(サララ)

を共同支配者だと宣言したそうだ。男子中心の政治の中で、そういう考えを持った天

武天皇は大変先進的だと感じた。また、平安京や平城京をも上回る、古代都市・藤原

京を作り、薬師寺を建てたことも紹介された。ほかにも、日本という国号を初めて使っ

たことや、貨幣を用いたこと、幅１２メートルの道路を３０キロ以上にわたって一直

線で作ったなど、古代にも素晴らしい支配者がいたことを知った。この番組を見て、

仙台市博物館で開催している“奈良・薬師寺展”を思い出し、早速見にいった。もの

すごく混んでおり、駐車場にも入れずかなり待って見たが、大変すばらしかった。薬

師寺は３回も行っているが、見に行ってよかったと思った。 

 

○  深夜に放送しているドキュメンタリー、「ＮＥＸＴ 未来のために」は、人間の本

当のドラマが入ったいい番組だと思っている。６月１１日(木)の「おっちゃんは君ら

の未来をあきらめへん 児童養護施設の子どもたち」は、児童養護施設の子どもたち

に、職場体験の機会を与えて人と人とのつながりを持たせ、家族がなくても大丈夫だ
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よということを伝えていきたいという内容だった。６月１８日(木)の「父の言葉 闘

う息子～プロボクサー・村田諒太～」は、元オリンピック選手だった村田さんのお父

さんがすばらしかった。子どもたちのために毎朝パンを焼き、息子の試合を見るわけ

ではなく、闘う息子に対して言葉を紡ぎ出して伝えるということをしていて、すごい

父親だと思った。「ＮＥＸＴ 未来のために」は見続けたい番組だと思っている。 

 

○  ６月１４日(日)の日曜美術館 特別アンコール「私と八木一夫 司馬遼太郎」は、

「日曜美術館」が今年で放送４０年を迎えてのアンコール放送だったようだが、３０

年以上前の1981年に放送したこの回をなぜ放送したのか分からなかった。貴重な映

像を見られてよかったが、６月のこの時期になぜ特別アンコールなのか、なぜこの回

を選んだのかという説明が何もなく、不思議な感じがした。今後、また特別アンコー

ルを放送するときは、何か理由の説明がほしいと思った。 

 

○  ６月１５(日)「ＳＯＮＧＳスペシャル Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」（総合 後10:00

～10:48）は、365日という長期にわたる密着取材をしており、とてもＮＨＫらしい

と思った。Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎが小林武史さんのプロデュースを離れ、４人で奮

闘する日々を丁寧に追っており、ファンならずとも楽しめる内容だった。ただ、「プ

ロフェッショナル 仕事の流儀」と似たつくりで、「ＳＯＮＧＳ」のスペシャル枠と

いう意味づけが薄いように感じた。６月２０日(土)の「ＳＯＮＧＳ」にもＭｒ．Ｃｈ

ｉｌｄｒｅｎが登場するので、連動しての放送だったのだろうが、前週の１３日(土)

の「ＳＯＮＧＳ」の放送の際には、１５日(月)のスペシャル番組の告知がなく、とて

ももったいないと感じた。また、民放のドラマ「信長協奏曲」の主題歌の作曲課程に

密着していたのだが、「ドラマの主題歌」とだけコメントし、「ノブナガ」というコ

メントはでてくるものの「信長協奏曲」というドラマのタイトルは決して言わないこ

とに違和感を覚えた。ＮＨＫの事情もあるのだろうが、何とかならないのかと思いな

がら見た。 

 

○  ６月１６日(火)「ＮＨＫニュース おはよう日本」の７時台にＬＧＢＴ（性的マイ

ノリティー）について取り上げていた。ある大手広告代理店が行ったアンケート調査

では、ＬＧＢＴに該当する人は７・６％をしめ、１３人に１人の割合にのぼっていた。

企業でどう対応していくかに焦点を当てて紹介しており、この問題を知らない人も抵

抗なく見ることができ、分かりやすかったと思う。Ｅテレの「ハートネットＴＶ」な

どでは取り上げられているテーマだが、全国放送で多くの人が見る時間帯に紹介した

のはとても有意義だと感じた。ただ、短い時間で簡単な説明だったので、誤解が生じ

なかったか少し心配だった。 
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○  ６月１８日(木)のＢＳ１スペシャル 世界を襲う異常気象「迫りくる気候変動の脅

威」（総合 前2:15～3:54）は、昨年の１１月２３日(日)に放送したそうだが、興味深

く見た。ＣＯ２の問題は今後もＮＨＫでとりあげてもらって、いろいろ教えてほしい

と思っている。 

 

○  ニュース報道について最近感じたことを申し上げる。韓国で感染が広がる「ＭＥＲ

Ｓコロナウイルス」について連日報道がされているが、刻々と増えていく感染者の数

や日本の対策などいろいろ気になり、知っておくべき必要なニュースだと感じている。

一方で、６月６日(土)の夜に北海道砂川市で起きた車２台が衝突するなどして家族４

人が死亡した事故について、１４日(日)になっても同じような映像で、新しい事象も

あまりない内容で繰り返し放送されていた。痛ましくて見るに辛い映像を毎日のよう

に報道するのはどうかと疑問に感じた。 

 

○  最近、「ブラタモリ」と「探検バクモン」のつくりがかぶっているように思ってい

る。行くところは全く違うが、仕立て方が同じように見えて、いかがなものかと思っ

ている。 

 

○  「めざせ！2020年のオリンピアン」は、とても楽しい番組だ。未来のオリンピアン

を紹介するだけでなく、現役のオリンピアンも登場し、未来のオリンピアンと競う人

もいれば、きちんと教える人もいる。すごくおもしろいと思って見ている。 

 

（ＮＨＫ側） 

視聴番組についていろいろ意見をいただいた。今年度、東北のＮＨＫ

各局が力を入れて取り組むテーマの一つが人口減少問題だ。指摘いただ

いた点はこれからしっかり議論し、また次の番組に生かしていきたい。 

一般放送番組についてもいろいろな意見をいただいた。ニュース報道

について、同じ内容のニュースが繰り返されるという指摘があったが、

今は、ＮＨＫだけを見ている視聴者はほとんどいないわけで、みんなネッ

トなどからいろいろな情報を入手する時代だ。ニュース報道の手法も、

時代に即していろいろ考えていかなければいけないと思っている。 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年５月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会 

 

５月のＮＨＫ東北地方放送番組審議会は、２１日(木)、ＮＨＫ仙台放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」報道に関する調査報告について説明があっ

たあと、東北Ｚ ＴＯＨＯＫＵメンコイらぼ「胸きゅん！ いとしの神さま仏さま」

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２６年度東

北地方向け放送番組の種別ごとの放送時間」の報告があった。 

最後に、６月の番組編成の説明、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） 

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） 

 

＜「クローズアップ現代」報道に関する調査報告について＞ 

 

○  相手方に悪意を持った意図もあったのだと思う。それに対する警戒心の薄さなどい

ろいろ重なり、甘さを突かれている部分もあるように思った。 

民放の番組もそうだが、こういった裏社会の取材は隠し撮りで撮ったような映像が

よく使われており、それがいかにも裏社会の取材のやり方だという既成事実が作られ

てしまっている感がある。もちろん、そのような方法で撮らなければならない場合も

あるのだろう。 

やはり、悪意を持った取材先も世の中にはいっぱいいるわけで、裏社会の取材の難
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しさが報告書を見てよく分かった。 

 

○  率直に言って、いろんな事実や事象を非常に甘い基準で評価しているのではない

かと感じた。 

私どもの業界でも、エネルギー関係のシンポジウムの際に、社員や関連の会社に出

席案内を出したことで、関係者を動員させたやらせのシンポウムだと批判されたこと

がある。シンポジウムの内容自体は問題ないにもかかわらず、厳しい批判をうけたわ

けで、それをふまえると、この放送はやらせといわれてもしかたがないと思う。 

また、報告書にあるＢという人物は、他の番組でも取材を受け、匿名で出演したこ

とも何回かあり、セミプロだと感じた。報告書では、匿名の取材ということをことさ

ら問題にしているが、逆に匿名ということでこの事象をわい小化しないようにしたほ

うがいいと思う。匿名だけの問題ではないと感じた。 

          

○   報告書は、現段階で不十分だと思うところはある。取材記者がその場で同席してい

たにもかかわらず、ビルの向かい側からあたかも隠し撮りをしたように撮影し、決定

的な映像、音声を撮ったというふうに見せていた。この撮影をやらせと呼ぶのかどう

かといえば、定義の問題になり、そこは水掛け論になるので突っ込んでいってもしか

たないと思っている。ＢＰＯでも審理入りしたようなので、この評価については、Ｂ

ＰＯの議論を待ちたいと思う。 

報告書の中でむしろ引っかかったのは、再発防止・改善に向けての項目だ。匿名で

の取材・放送について、上司が取材経緯や取材先について把握し、チェックするとあ

り、チェックシートを作ることも有効であるとあった。私どもの場合も、この手の極

めてデリケートな取材の場合は、キャップ・デスクのチェックはいつも以上に入るこ

とになるし、厳しいチェックが入るのはもちろんのことだが、チェックシートを作る

となると現場が萎縮するのではないか、現場を管理することになるのではないかと思

う。つまり、「あつものに懲りてなますを吹く」、というような番組制作になりはしな

いかと。問題は問題として深刻に受けとめなくてはいけないが、この辺は、もう少し

現場の記者を信頼しなければ、風通しが非常に悪い職場、現場になるのではないかと

感じる。ややその部分が危惧される。 

こういう報告書を出すときに、反省しているということを出さなくてはならないし、

善後策を出さなくてはならないと思うが、性悪説に立った現場は、ジャーナリズムに

とっては自殺行為ではないかと思う。 

 

○   チェック体制がきちんととられていたのだろうかと感じた。やはり、ＮＨＫが結果

としてこういう事態になったことは非常に残念だ。 

ただし、ただマニュアル的、管理的な手法では、本来の解決にはつながらないので
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はないかと思う。ぜひ、そこのところは風通しをよくし、コミュニケーションを密に

し、さらにいい報道ができるような体制を構築していただきたいと思う。 

４月２８日(火)に放送した「『クローズアップ現代』報道に関する調査報告書」で

は、国谷裕子キャスターが非常に痛々しかったが、毅（き）然として、非常に凛（りん）

としたあいさつをされたと思う。また、外部委員が３人いたわけだが、番組では１人

しか発言がなかった。他の２人の発言もあってよかったのではないかと思った。 

 

○   過剰な演出があったということで、報道の根幹にかかわる不祥事だと捉えている。

もちろん真摯（しんし）に対応されていると思うが、こういった調査報告が上からで

るだけでなく、自分たちもこういうことになり得るという意識で、きちんと実態も含

めて各現場で話し合いをし、問題を共有していただきたいと思う。 

 

○   ４月２８日(火)に放送した「『クローズアップ現代』報道に関する調査報告書」を

見たが、正直なところすっきりはしなかった。結果ありきと思われても仕方のない構

成だという印象を受けた。堂元副会長から「ＮＨＫの放送は正確でなければならない」

という言葉があったが、他のどの局にもまして、ＮＨＫには視聴者の信頼が寄せられ

ていることを改めて真摯に受け止めていただきたい、と思った。最後の国谷キャス

ターのコメントに切なくなりつつ、この件は、今後の番組作りに反省を十二分に生か

していっていただくことでしか解決しない、と改めて感じた。 

 

 

＜東北Ｚ ＴＯＨＯＫＵメンコイらぼ「胸きゅん！ いとしの神さま仏さま」 

 （総合 ５月１５日(金)）について＞ 

 

○  「いとしの神さま仏さま」とタイトルを見て、どういうふうになるのだろう、イタ

コのような占い師が出てくるのかと思ったが、そうではなく、非常に個性的な仏像が

最初に出てきた。番組でも言っていたとおり、東北は中央から離れているために、中

央の影響をあまり受けることなく、自分たちが信仰する形態のものを偶像化するとい

う形で、独自のスタイルの神様が各地で作られてきたのだと思う。民間で作られた仏

像があちこちにあり、イスラムやキリスト教のように一神教ではなく、全てのものに

神が宿るという「八百万（やおよろず）の神」という考えが、東北には特に色濃く残っ

ているのだと思った。いろんな祈りの形が伝わっており、仏像だけではなく、例えば

山の神様など、我々の町や村の周りを見渡しても、本当にいろいろあると思う。こう

いう地域の掘り返し方は非常におもしろく、番組は「メンコイらぼ」ということで、

メンコイを強調した作りになっていたが、心の底にある、根底にあるものを見つめる

ような掘り下げ方をしたら、もっとすごいものが出てくるのではないかと思った。福
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島の起き上がり小法師（こぼし）やお守りのように、身につけたり、家の中においた

りする守り神のようなものは、たしかにいろいろある。とてもおもしろい切り口だと

思った。 

番組の中で、仏像を愛（め）でる女性を「仏女」と呼んでいて、その呼称にびっく

りしつつも、おもしろいと思った。 

福島県会津若松市に伝わる起き上がり小法師は、七転び八起きというか、絶対負け

ないという不屈のメッセージがこめられており、東北にそういう不屈の魂があること

を伝えるのによいと思っている。 

 

○   「ＴＯＨＯＫＵメンコイらぼ」は、何度か視聴番組で見させてもらったが、評価が

難しい番組だと思っている。悪い意味ではないが、内容的に関心があれば見るが、関

心がなければ全く見ない人もいるだろう。今回は、「神さま仏さま」がテーマで、東

北には民間信仰があり、今、神社仏閣巡りをする人が多い、特に女性が多いというこ

とも聞いていたので、また賑（にぎ）やかな感じで紹介するのかなと思っていたが、

普段よりも落ち着いた内容だったと思う。 

 

○   最初に白鳥久美子さんが岩手県に伝わる仏像を調査し、次にドーキンズ英里奈さん

が、福島の会津若松で守り神として親しまれる起き上がり小法師を訪ね、最後に佐藤

唯さんが御朱印巡りをするという構成だった。 

最初に、岩手県に伝わるいろいろな素朴な仏像を訪ねたが、私の地元にもそういっ

たものが結構ある。専門家も交え、仏像が一つ一つどういう意味を持っていたのかと

いう詳しい解説があり、非常に分かりやすかった。 

福島の起き上がり小法師の紹介では、世界中の著名人が、復興支援の一環でオリジ

ナルデザインの小法師を制作し、福島のことを世界に発信しているという紹介があっ

た。民間信仰から生まれたものが、震災の現状を伝えるために活用されていることは

知らなかったので、非常におもしろく見た。 

最後は、震災で心に傷を負った方が御朱印巡りをされており、起き上がり小法師と

は逆に非常に内省的な信仰のあり方を表わしていると感じた。 

全体的に重くはならず、楽しい内容だが、今、信仰といったものが人々の心の中で

見直されており、それがこういう御朱印巡りをする人たちが増えている一つの理由な

のかなということを感じた。そういった意味で、非常におもしろかった。 

今、仙台市博物館で“奈良 薬師寺展”を開催しているので、そのＰＲも兼ねた番

組だったのかなとも思った。 

 

○   仙台市博物館の“奈良 薬師寺展”のＰＲを兼ねての番組なのだろうと思いながら

見た。 
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最初のパートで、「仏女の聖地」、「イケメンの仏さま」というコメントがあり、少

し強引で無理がある表現についていけず、かなり引いてしまった。実は私は、高校・

大学と仏教系の学校で学び、京都の三十三間堂にも数十回通った。仏像鑑賞は好きな

方だが、仏像に対して「イケメン」というのは共感しづらかった。ただ、東北の仏像

がこんなにもたくさんあったことは知らなかった。剣ではなくオノを持った民間仏な

ど、こんな仏像もあるのかという発見もあり、逆に「メンコイらぼ」ではなく、ほか

の番組で取り上げてもらいたかったとも感じた。 

次に紹介した起き上がり小法師は、私も旅行で訪れたときに買ったりした。すごく

かわいい、メンコイと思う。起き上がり小法師のピアスなど、アクセサリーもあれば

いいのにと思っている。ドーキンズさんことドキンちゃんのファッションはとてもか

わいく、「メンコイらぼ」にはもってこいだと思った。一方で佐藤さんの衣装が黒だっ

たのは、春の芽吹きの季節には合わないかなと思った。出演者の衣装を含め、全体的

なカラーを番組の雰囲気に合わせてもらいたい。 

最後に佐藤さんが紹介した、こけし柄の御朱印帳は、とてもめんこくて、欲しいと

思った。ただ、寺院を巡って御朱印をもらうことを「スタンプラリー」に例えていた

が、いかがなものか、御朱印とスタンプラリーはだいぶ違うのではないかと感じた。

番組で紹介していた「奥州三十三観音巡り」はとても興味深く、自分も御朱印を集め

ながら回ってみたいと思った。 

起き上がり小法師も御朱印巡りも、被災地を絡めて紹介してくれたのがうれしく、

番組に拍手を送りたい。 

 

○   私はメンコイという視点で仏像などを見たことがあまりなく、また、御朱印を取り

上げたのも非常におもしろい切り口でよかったと思う。特に、福島の起き上がり小法

師が世界に広がる復興支援のプロジェクトになっていることは、非常にすばらしいと

思った。 

番組を見て、４月８日(水)に放送した、クローズアップ現代「観光にビッグデー

タ！？～外国人呼びこむ新戦略～」を思い出した。観光ビッグデータの分析から、外

国人観光客がわれわれとは違う視点でいろんな観光資源に興味を持っていることを

紹介していた。今回の番組で紹介したものも、新しい視点からの観光開発や魅力開発

につながるのではないかと思った。こういったものを今後も発掘していただければ、

身近な資源に新しい価値をつけることができるのではないかと思った。 

ところで、「仏女」とか「御朱印ガール」という表現は、やはり気になった。「歴女」

とか「山ガール」などという言葉があるのは承知しているし、そう呼ばれる女性たち

が１つの社会現象を作っているとは思う。しかし、そういう言葉でもてはやして飽き

たら終わりという、一過性のような危うさを感じる表現で、あまり使ってほしくない。

番組に登場した外崎理沙さんは、博物館の学芸員ということだったので、いわばプロ
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でもある。「仏女」とくくって紹介する必要があるのかと疑問に感じた。 

出演者については、お調べ女子のドキンちゃんが自然な感じでよかった。 

 

○   ３つのテーマを調べていたが、最初が「イケメン○○を探して」というテーマで、

岩手の仏像を訪ねた。最初に紹介された仏像は、果たしてイケメンなのかと疑問に感

じ、自分としてはあまり魅力を感じず少し違和感があった。訪ねた白鳥さんが「イケ

メンには見えない」と言ったのは、ある意味正直なコメントだと思った。その後にさ

まざまな民間仏が紹介され、人々の普段の暮らしの中にあった仏像という解説があり、

なるほど、と思いながら見た。 

２つ目の起き上がり小法師を調べたドキンちゃんはとてもよかった。原発事故の影

響で、会津若松市で避難生活を続ける大熊町の人たちが作る「おおちゃん小法師」が

紹介され、それを作る１人、根本友子さんが「起き上がるということがとてもよくて、

どんなことがあってもめげないという心情とぴったりです」と話しており、その言葉

が非常に心にしみた。また、起き上がり小法師を作る民芸店の４代目の山田賢治さん

の笑顔がとても元気で、しかもお年のわりにかわいい笑顔で大変すてきだと思った。

５代目になる息子さんの「手づくりにこだわる」という言葉もよかった。さらに、い

ろいろな著名な方がデザインした起き上がり小法師が世界を巡っているという紹介

があり、世界の人が福島を応援するきっかけになっていることを初めて知り、これも

よかった。 

３つ目は御朱印の紹介だった。宮城県名取市の緑川祐実さんは、東日本大震災を

きっかけに「奥州三十三観音」巡礼の旅をしていた。津波で多くの友人を失ったこと

で、被災地を見ておかなければと思いながらも、行くことに抵抗があったそうだが、

第１番礼所が名取市ということで、大好きな御朱印の力を借り、被災地巡礼の旅を決

意したという。礼所を巡る中で、だんだん心が癒やされ、解きほぐされていったそう

だ。人との出会い、あるいはすてきな景色など、さまざまな癒やしがあり、また、住

職との会話から気づきのようなものにも出会えるという話があり、「奥州三十三観音

巡り」や「御朱印帳巡り」には、そういう力もあるのだと気づかされた。 

導入時はやや違和感があったが、番組を通して見ると、東北の暮らしの中にある優

しさ、祈りの形というものが表現されていたと思う。 

 

○   知られていないことを知らしめるというのはテレビの一つの役割でもあると思う。

そういう意味では、なるほどと思う点が非常に多かった。 

仏像とお守りと御朱印と３つのパートに分かれており、岩手県の天台寺の十一面観

音菩薩立像はイケメンという紹介があった。仏像は男性でも女性でも中性でもないわ

けで、自分なりにイケメンと思ったら恋してもいいわけだ。おもしろい発想だなと

思った。 
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また、兄川山神社のほこらの中から、仏像というかお像が次々と出てきて、「お

や？」と思った。神社の御神体というのは大体が鏡か何かを置いてあるもので、ああ

いう民間仏が出てくるというのは、これこそ本当に地域の民間信仰で、いわゆる神仏

習合、神様仏様は同じという日本古来の考え方だと感じた。しかしそういうことは番

組では説明がなく、戸惑った人もいるかもしれないが、語らなかったのはよかったと

思う。質問だが、神仏習合について、番組を制作するにあたって考慮したのかしない

のか、伺いたい。もともと仏像というのは仏教の道具であって、仏像の陰にある仏を

拝むためのもので、自分たちが仰げるものであればなんでもいいのだと思う。 

また、２つ目のお守りの紹介で、福島の赤べこが映されたが、岩手でも民芸品とし

て全く同じものが売られている。私は今まで、荷役に使った南部牛がモチーフだと

思っていたが、福島の赤べこは子どもの健康を願うお守りでもあり、発祥の地は圓蔵

寺なのだそうだ。これも初めて知った。起き上がり小法師はかわいくていいと思った。

福島全体を励ましている印象を受けた。 

最後の御朱印については、私も御朱印を受ける方が住職と話をしている場面を何度

かみたことがある。そういったことも楽しみにしながら回っているのだろう。心が癒

やされるということが一番いいと思いながら見た。 

最後のまとめでは、唯さんが言った「清い心」というのは、全く正直な気持ちだと

思った。 

 

○   ３つのテーマはどれもとてもよかったし、取材内容も、取材対象の人たちもとても

よかった。東北の風土が生み出した神々、仏像やお守りを、昔と現代をつなげながら

取材をしていたので、その地域の背景もよく分かり、よかった。紹介した３つのテー

マ、それぞれにストーリーが入っていたので、メンコイだけではなく、上滑りしない

形で見られたのもよかった。心に残るよい言葉もあり、私としては、山仕事をする方

の「神頼みをすることで精神を集中させる」という言葉が心に残った。 

だが、この話題を紹介するのが「メンコイらぼ」であったほうがよかったのかとい

うことは、今回も疑問だった。スタジオトークが逆にないほうがすっきり見られたの

ではないかという印象を受けた。いつもよりはスタジオのトーンは少しおとなしかっ

たが、それは意図的だったのだろうか。スタジオトークはガチャガチャする印象が否

めず、もったいなかった。ドキンちゃんぐらいのトーンでも十分メンコイと伝わるの

ではないかと思う。それぞれのパートはすばらしく、１本ずつ別々に放送したとして

もよいものができたと思う。 

 

○   「メンコイらぼ」が視聴番組になったのは３回目だと思う。局を挙げて推している

番組なのだと思うが、私は女子会に呼ばれたことがないので分からないが、こんなに

ハイテンションなものなのだろうかと思いながらいつも見ている。演出上なのだろう



8 

が、室長の女性アナウンサーがそのハイテンションについていっておらず、見ていて

少し気の毒になったりする。次回制作するときは、アナウンサーが何かの形でもっと

突っ込むとか、あるいは外に出てリポートをするとか、室長というからには一家言も

ち、何かぶつ場面を作らないと、なかなか大変ではないかと思った。 

この番組は、東北の習俗、伝統芸能といったものにもう一回光を当てるという構成

で、クールジャパンならぬクール東北ということだと思うが、女性という視点を入れ

ることによってさらに切り口を分かりやすくしているのだろう。その延長線上で

「ヌーディー」、「ナチュラル系の着こなし」とか、「イケメン」、「モテ系の口ひげ」

など、ファッション雑誌に乱れ飛んでいるような言葉を挿入しているのだと思うが、

やり過ぎるとやっぱり引いてしまう。すこし少なめのほうがいいのではと思う。 

３つのテーマに分けられていたが、まずものを見せて、地元の人が登場し、それな

りにうんちくが入るというように、全部同じような構成になっていた。 

ところで、起き上がり小法師が世界に受け入れられていることでいえば、もしかし

たらこの番組は、外部の視点が入るとおもしろくなるのではないか。私は仙台の生ま

れだが、地元の人間では分からない、気づかない視点をいれたほうがいいし、制作者

も東北出身者じゃないほうがおもしろいものが出るだろう。もっと言えば、外国人に

見せることでひょっとすると新しい切り口が展開できるかもしれない。 

今後、どういう番組にしていくのか分からないが、テーマ設定で番組の成否がほぼ

決まると思う。子どもの遊び、家屋や曲がり屋、あるいは洋館など、テーマはいろい

ろあると思う。東北にあるさまざまな資源にもう一回光を当て、どういう切り口があ

るかをいろいろ考えさせられる番組だと思っている。 

ただ、この女子会のノリについていくのはやっぱり厳しいものがある。“親父会”

では誰も見ないのかもしれないが、もう少しテンションを抑えめでいいのではないか

と思う。 

 

○   ３つのテーマの中で印象に残ったのは、山仕事をする男たちが信仰する民間仏だ。

昔から、危険と隣り合わせで仕事をする男たちが、仏様に安全を祈願することで集中

力を高め、危険を回避してきたという。お守りのような仏様の存在意義がよく理解で

き、なるほどと思った。 

 また、起き上がり小法師は、「ならぬものはならぬ」という会津ならではの精神か

ら生まれたもので、不屈の精神を表しているのだろう。とてもよい紹介だったと思う。 

御朱印帳は、新たな観光資産という観点で活用できる印象を持った。 

番組のテーマが、ついに「神さま仏さま」まで広がったということで、ここまでテー

マを広げたのなら、いわゆるメンコイものでなくても、伝えていきたいと思ったもの

をどんどん取り上げ、伝えていってもらえればよいと思う。そうすれば、出演者たち

があのようにはしゃがなくても大丈夫だと思う。 
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○   楽しい番組だった。仏像、起き上がり小坊師、御朱印の３つについて、｢神さま仏

さま｣というテーマでうまくまとまっており、とても分かりやすかった。紹介の順番

も良かった。冒頭に、仙台市博物館で開催中の奈良・薬師寺展の紹介がさりげなく入っ

ており、ほほ笑ましかった。仏像のパートは、かつての阿修羅像ブームを思い出した。

表情や佇(たたず)まいに惹（ひ）かれる気持ちは分かるが、袈裟（けさ）の模様に注

目する「仏女」の外崎さんには、萌（も）えレベルの高さを感じた。北東北の仏像が、

中央からの影響が弱いゆえに独自に発展したという説には、なるほどと思った。 

起き上がり小坊師は、多くの伝統工芸がそうであるように、現代の風を取り入れて

存続発展を遂げており、また、世界との繋（つな）がりも生まれていることを知り、

頼もしさを感じた。張り子の木型を使った手作りの伝統が絶えないことを切に願って

いる。 

御朱印集めがブームになっていることは、他の番組でも紹介され知っていたが、東

北でも「御朱印ガール」が増えていることや、「奥州三十三観音巡り」について知り、

関心が高まった。｢スタンプラリー｣的な流行（はや）りではなく、震災の傷を癒やす

巡礼と位置づけている緑川さんの体験を中心に紹介していたことが、とても良かった。 

今回の番組のまとめが、「清い心」というのは、少し違和感があったが、ナレー

ションでうまくフォローされ、良い感じにまとまり、ほっとした。 

 

（ＮＨＫ側） 

委員のご指摘のとおり、この番組を作るきっかけは、今開催中の“奈

良 薬師寺展”のＰＲで、まず仏像で何か番組を作ることが決まってい

た。それで、どう作ろうかと考えたとき、この「メンコイらぼ」という

仏像と相性が悪そうな番組であえて取り上げたらどうなるのかと、チャ

レンジした。スタジオのトーク部分が女子会のノリで違和感を抱かれた

というのは、そもそものボタンの掛け違いというか、そういう宿命を負っ

た番組だったのかもしれない。 

今回の「神さま仏さま」に限らず、東北にずっと伝わる歴史や文化な

どをきちんと伝えることは、仙台局が中心になって東北各局と取り組ん

できたわけで、震災の前までは東北の手仕事を訪ねる「ここに技あり」

というシリーズや、真面目な番組もあった。しかし、ここ３年ぐらいは、

あえてこういう形、女子目線で伝える「メンコイらぼ」というシリーズ

を放送している。 

「仏女」、「御朱印ガール」というふうにレッテルを貼ったり、「イケ

メン」という言葉を立ててみたり、東北のクリエイティブさをことさら

強調するような演出は、制作する側も正直ここまでやる必要があるのか
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と思うこともあるが、この番組のコンセプト上、あえてやっている部分

がある。制作する側もこれがベストだとは思っていないし、この先もずっ

と「メンコイらぼ」を続けていくべきだと必ずしも考えてはいない。 

出演者のメイクや衣装について指摘があったが、スタッフが全員男性

で、気に留めなかった。女性向けの番組なので、その辺も細かく気を配

らなければと思う。ふだんは女性のスタッフも入っているので、今後気

をつけたいと思う。 

それから神仏習合については、当然非常に意識した。当初は東北の仏

像というくくりでやろうと思ったが、そこに神様やお守りが入り、つま

り何が神様でどこまでを仏像と言っていいのかということを用語の面で

も非常に考えた。山仕事の男性たちの信仰を集めるとして紹介した「民

間仏」は、厳密に言うと、仏像ではなく神像というのが学術用語だ。こ

の件については、番組にも出演された弘前大学の須藤弘敏教授と相談し、

そもそも東北の信仰の形は、神と仏が混然となっているから、その辺は

あえて厳密な区別をつけずに使う、ということにした。 

今回は委員から、外国人目線をいれる、洋館をテーマに制作するなど

有益な意見をいただいた。東北の文化を伝える番組はぜひ継続していき

たいと思っており、この「メンコイらぼ」にかわる番組を開発したいと

案を考えている。うまくいくかどうかは分からないが、今いろいろな手

法を探っているので、今後も、ご意見をお聞かせいただけたらと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月１７日(金)の東北Ｚ「“里浦”に生きる ～石巻 長面浦の４年～」を見た。

長面浦は森から流入するミネラルなどのおかげで栄養分が豊富で、三陸でカキの成長

が最も早い水域なのだそうだ。従来から干拓の計画、森林伐採などいろいろな危機が

あったそうだが、半世紀かけてこの地域を守ってきた漁師や農家の人たちがおり、現

在は、高い防潮堤計画への抵抗と、まだまだ闘いは続いている状況だった。この素晴

らしい自然環境を守っていきたいという気持ちが淡々と映し出されており、何とか応

援したいという気持ちになった。 

 

○  ４月２４日(金)のクローズアップ東北「“帰還”まで１年 原発１６キロの商店街」

は、やや取りとめのない印象だったが、帰還の難しさ、焦り、諦め、儚（はかな）い

期待など、離れ離れになった住民たちのさまざまな思いは伝わってきた。除染作業の

ためにきたという東京電力の社員の中の１人が言った「ご被災者さま」という表現と、
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住民の１人が言った「お墓が憩いの場所」という言葉に、いろいろ考えさせられた。 

 

○  「ウイークエンド東北」で、大型連休中の天気予報があるのはよかったが、４月、

５月の花粉症と黄砂の時期に、もう少し黄砂の注意予報を出してもらいたい。という

のは、今、黄砂と一緒にＰＭ２．５が飛んできているのではないかという不安がある

からだ。春スキーをすると、今年になって油じみたものがスキーの裏につくようにな

り、私の周りの人たちも「去年まではこんなにベタベタにはならなかった」と話して

いる。実は、連休中に山形県の鳥海山に行ったとき、子どもを外に出して遊ばせてお

り、後で、車の中にまで黄砂が入っていたことに気づき、とても不安になった。日本

海側で暮らす人たちにはシビアな問題だと思うので、黄砂予報を丁寧に出してもらい

たい。 

 

○  ５月１３日(水)に宮城県沖を震源とする地震があったが、久しぶりに緊急地震速報

で携帯が鳴り、すぐにテレビでＮＨＫをつけ、しっかり地震の情報を伝えてもらい安

心できた。近い将来、南海トラフ地震なども起きるだろうから、地震に対する備えに

ついてもっとテレビでも言っていただき、多くの人が備えるようになればよいと思う。 

 

○  ５月１５日(金)のクローズアップ東北「生き物と まっすぐに ～松島水族館の飼

育員たち～」は、５月１０日（日）に閉館した宮城県のマリンピア松島水族館に密着

した内容で、水族館のいろいろな舞台裏をみることができ、とてもよかった。今年の

夏に開園する新しい水族館へ、魚や生き物も移り、飼育員もほぼ全員が移動するとい

うことを聞き、何となくほっとした番組だった。 

 

○  ５月１５日(金)の福島スペシャル 原発避難者“１１５４の声” ～「避難の先」

へ 暮らしをどう作るか～」（総合 後 8:00～8:43）は、とても意義のある番組だと

思った。いくら考えても、帰るか帰らないかの選択ができずにいる人たちに対して、

「選択しない選択」への支援策がないことの問題についての指摘はもっともだと思っ

た。息を殺し、声をひそめ、身をひそめて、肩身の狭い思いをしながら生活している

避難者の苦悩と、もう待てないというぎりぎりの心境にある人たちがいかに多いかと

いうことを痛感させられた。「住まいの期限撤廃」と「二重の住民票」という対策案

に対して、福島復興局の局長からの｢制度上やむをえない｣という回答は、前例のない

状況に対して、新たに向き合うという意気込みが感じられず、とても残念だった。受

け入れ地の住民と避難者との間に溝ができたのは、一部の誤解が広まったせいだとい

う指摘に、なるほどと思いつつ、それを改善する手立ては行われているのか、どうし

ていくべきなのかが紹介されず、残念だった。 

放送時間が足りなかったせいだとは思うが、番組中に募集したメールも最後に数通
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読み上げただけで、「４年間でアンケート疲れをしている避難者に、アンケートしっ

ぱなしではない対応を」と言いながら、中途半端に終わってしまった感じだった。ぜ

ひ、続編を作ってもらいたいし、「ハートネットＴＶ」のように、反響編も放送して

ほしい。アンケートで得られた 1､154 人の声をもっともっと生かすべきだと思う。 

 

○   ５月１７日(日)のＮＨＫスペシャル 廃炉への道 ２０１５ 「“核燃料デブリ”

未知なる闘い」（総合 後9:00～9:49）は、核燃料デブリがどこにあるかを捜す現場が

映され、すごいなと思った。原子炉内に核燃料があるかないかを調べる、宇宙線を使っ

た“透視”により、原子炉内にはほとんど核燃料がとどまってないことが分かった。恐

らく核燃料は原子炉を破って格納庫の下部に溶け落ち、デブリになっているのではな

いかと予測し、次に、１０センチ程のパイプを通過するロボットカメラを潜入させて

原子炉の内部を見た。しかし、冷却水に阻まれ、原子炉の底にデブリがあるかどうか

まで見えなかった。今度は、水の中にカメラを入れて調査しようということで終わっ

た。一方、模擬デブリを作って取り出しの方法を研究したり、再臨界が起きた場合に

どうするかといった研究も同時に進められていた。英知を集結したすばらしい技術者

チームで研究が進んでいることが分かった。デブリは放射線を数万年出し続けるそう

だ。廃炉を完了するには４０年かかるということだが、デブリとの未知なる闘いはこ

れから正念場を迎えることになる。非常にいい番組だった。 

 

○  ５月１７日(日)のＮＨＫスペシャル 廃炉への道 ２０１５ 「“核燃料デブリ”

未知なる闘い」を見て、廃炉に非常に時間がかかるということが報道されているが、

なぜ時間がかかるのかというのが番組を見てよく分かった。ロボットを入れて中を調

査するのにも、これだけの準備とお金と時間をかけなければいけないのか、やはり時

間はかかるものだなと思った。原子炉の内部に調査ロボットを入れたものの、途中で

動かなくなり、調査をやり直すことになるなど、ロボットを入れて調査することがい

かに難しいかというのもよく分かった。また、溶けた核燃料が他の物質と混ざり、核

燃料デブリになっているそうだが、どういう性質の状態になっているのかも分からな

いそうだ。この核燃料デブリも研究するのに膨大な資料やデータが要るということで、

非常にリアルに内情が報道されており、とても勉強になった。 

 

○  ５月１７日(日)のＮＨＫスペシャル 廃炉への道 ２０１５「“核燃料デブリ”未知

なる闘い」は、ＮＨＫスペシャルらしいつくりだった。核燃料デブリの取り出しの工

程に焦点を当て、最先端の研究と科学技術が、この難題に立ち向かっているというこ

とがよく分かった。原子炉内部の様子が依然として分からないままという状況に、改

めてぞっとした。スリーマイルやチェルノブイリとの事故の比較も、内容を分かりや

すくするのに効果的だった。西島秀俊さんと柴田祐規子アナウンサーのナレーション



13 

も良かった。 

 

○  連続テレビ小説「まれ」は、音楽担当が澤野弘之さんということで期待していたが、

当初は主題歌がこのドラマに合っているのか分からない印象だった。しかし、ドラマ

の中で別のバージョンが流れるようになり、いつの間にかいい感じでなじんできてい

ると思う。個人的には、英語バージョンが好きだ。横浜編に入り、まれの高校の同級

生の高志がしゃべらないことにとても違和感を覚えている。存在感が薄いキャラク

ターなのは分かるが、電話口でもしゃべらないというのはどうかと思う。横浜にいる

高志から能登のみのりへと、まれの情報が漏れているはずなのに、一体どうやってコ

ミュニケーションをとっているのだろうと思ってしまう。圭太がまれに送った電報よ

りも、違和感が強い。   

 

○  「ザ・プレミアム 井浦新 アジアハイウェイを行く」は、４月から６月にかけて

シーズン１が放送されるようだが、いくつかの国を渡り歩き、非常に長い距離を旅す

るドキュメンタリー的な番組だった。４月１１日(土)が、第１集「変貌する文明の十

字路 トルコ・グルジア・アゼルバイジャン」（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後9:00～10:29）で、ヨー

ロッパとアジアの交差点を旅し、５月９日(土)は、第２集「知られざるイスラム大国」

（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後9:00～10:29）で、イスラム圏のイランへと旅が続いた。今、中東の

あたりはＩＳの問題もあり大変なところで、イメージが非常に悪い地域だ。しかし、

一般の人々の日常の暮らしは共感できるところがあり、ニュースで見るイメージとは

違っていた。今回、井浦さんが出会った人々を見て、宗教や考え方は違うにしても、

普通の人が、本当に普通に一生懸命生きているのだなと感じた。 

 

○   ドラマ１０「美女と男子」は、かなりおもしろいドラマで、ふだんドラマはほとん

ど録画しないのだが、録画かオンデマンドで必ず見ている。 

 

○  「アニメ 英国一家、日本を食べる」をとてもおもしろく見ている。英国の一家が、

天ぷらや焼き鳥など、初めて日本料理を食べるという内容で、子ども向けではないと

思うが、すごくおもしろい。こういうアニメ的な感じで東北地方を紹介する番組がで

きるといいのかなと思った。 

 

○  ＮＨＫスペシャルで「戦後７０年 ニッポンの肖像」というシリーズが始まり、４

月は「象徴天皇」をテーマに２回にわたって放送があった。１８日(土)が、－日本人

と象徴天皇－「第１回 “戦後”はこうして誕生した」（総合 後 9:00～9:49）、１９

日(日)が、－日本人と象徴天皇－「第２回 平和を願い続けて」（総合 後 9:00～9:49）

で、どちらも見たが、昭和天皇の描き方がやや平板で、知られていることの羅列に終
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始した印象だ。歴史を年代順に追い、保存してあるフィルムを当てはめており、教科

書的な勉強としてはいいのかなと思いながら、例えば民衆の側から昭和天皇を見たと

きにどうなのかということをもう少し入れ込んでほしかった。「ニッポンの肖像」と

いうからには、民衆の天皇観といったものも入れていかないと立体的に描けないので

はないかと感じる。 

例えば、ジョン・ダワーが記した「敗北を抱きしめて」という本の中に、玉音放送

の際、皇居の前で頭（こうべ）を垂れている民衆がいる一方、後ろでは歓声を上げる

民衆がいるということが書かれている。このように、もうちょっと別の視点、違う見

方を示してほしいと思う。５月は高度成長について放送するそうなので楽しみにして

いるが、もう少し立体的な番組構成にしてもらいたい。 

 

○ 土曜ドラマ「６４（ロクヨン）」は、最近のＮＨＫのドラマの中では、大変に秀逸だ

と思う。原作も読んでいるが、原作全体のイメージをよく再現している。特に、主役

のピエール瀧さんの存在感が非常に際立っている。ドラマの内容は、警察内部のキャ

リアとノンキャリの抗争、そして警察の広報室と記者との対立や記者の中での本社の

エリートと支局とのギャップであるとか、よくあるストーリーではあるが、段田安則

さんが演じる娘を殺害された父親の執念が非常に重厚で、しかも画面の運びに無駄が

なく、全編を通して非常にぴりぴりとした展開で素晴らしかった。ところが、視聴率

はあまりよくなかったそうで意外だった。裏を返せば、視聴率は気にするなという代

表的な番組ではないかと思った。正直に言って、大河ドラマ「花燃ゆ」よりずっとよ

かった。   

 

○  ４月２３日(木)の英雄たちの選択「天下争奪！？～伊達政宗 戦国最後の野望～」

は、秀吉に小田原攻めに参加するよう命じられ、参戦するかしないか、政宗が下した

ぎりぎりの選択に迫っていた。最終的に、政宗は死に装束で秀吉の前に現れ、命を救

われるという有名なエピソードもある。実は、「独眼竜政宗」が放送された昭和６２

年に、私も政宗絡みの企画を１年間担当したことがあり、小田原参陣についてもいろ

いろ調べたのだが、この番組で新しい説を知った。これまでの通説は、小田原参陣を

めぐり、政宗が毒殺されかかる事件が起こり、その犯人として弟の小次郎が上げられ、

政宗が弟を手打ちにするが、この毒殺未遂事件は、母、義姫の陰謀であったというも

のだった。しかしこの番組で、東京のあきる野市の大悲願寺の過去帳に小次郎が生き

ていた記録が残っていること、しかも毒殺を謀った義姫が実家に戻ったのは、毒殺未

遂事件の４年後だったと書かれた古文書が紹介された。元仙台市博物館長の佐藤憲一

さんが、毒殺未遂事件はどうやら政宗の偽装工作であり、計略であったという見方を

していた。非常に興味深く、さすが政宗、太閤殿下まで欺くのか、やり手だなと。だ

とすると、政宗のドラマも書き換えないといけないなと思ったりもし、楽しく見た。
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非常におもしろい番組だった。 

 

○  ４月２３日(木)の英雄たちの選択「天下争奪！？～伊達政宗 戦国最後の野望～」

は、伊達政宗は小田原参陣に対して、これが天下を取るための最後のチャンスだと捉

えていたという内容だった。徳川と北条と手を組み、豊臣の天下をひっくりかえそう

ともくろんだがうまくいかず、結局、小田原参陣が大幅に遅れたと。このまま参陣し

ても命が危ういということで、政宗が自らお家騒動を仕組んだということだった。非

常に納得でき、なるほどと思った。政宗の選択に対して自分だったらどうするという

視点で、専門家がいろいろな意見を言う構造はいつもながらおもしろく、いい番組

だった。 

 

○  王さんと長嶋さんの対談、４月２９日(水)の「長嶋茂雄×王貞治～“ＯＮ”として

生きる～」（総合 前 10:05～10:54）は、再放送もあったようだ。好評だったのだろ

う。「４番サード長嶋」に憧れて青少年時代を野球に明け暮れた私にすれば、この２

人がほぼ半世紀を振り返って証言し、懐かしい映像も入れて放送してもらい、ジーン

と感動しながら見た。多分視聴者もそうだったと思う。 

 

○  「所さん！大変ですよ」は、毎回、不思議なネタを、よくこんなにも深く掘り下げ

ていくものだ、すごい番組だと思っている。  

４月３０日(木)の「文房具“爆買い”騒動の謎」では、日本のある文房具メーカー

が廃業することになり、そのメーカーが作るチョークの“爆買い”が起きているとい

う話だった。世界的な数学者が、「このチョークでなければ思考が続けられない」と

言っていたりして、よくこういうおもしろいテーマを見つけられるものだなと思い、

この番組が大好きになった。 

５月１４日(木)の「世にも不思議な“えんぴつ物語”」は、子どもたちが使う鉛筆

がテーマで、ＨＢが使われなくなっているということだった。子どもたちがゲームや

スマホで遊んでばかりいるため筆圧がなくなっているそうで、全く考えたこともない

現実だった。昔は６Ｈも使っていたが、そんな鉛筆はそもそも使われないということ

だった。手の力が失われているだけでなく、骨格のバランスまでも失われてきている

という、とても深い掘り下げ方をしていた。 

 

○  ５月２日(土)は、忌野清志郎さんの命日で、ＮＨＫも５月１日(金)夜から３日(日)

にかけて、関連の番組をいくつか放送していた。夜の遅い時間帯の放送が多く、私の

ように清志郎を好きな人でないと見ないと思うが、その中で２日(土)に放送した、ラ

ストデイズ（再）「忌野清志郎×太田光」（総合 前 2:50～3:38）は、清志郎を爆笑問

題の太田さんが掘り下げていく内容だった。最近、ＮＨＫと爆笑問題はかなりよい番
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組を作っていると思う。清志郎と爆笑問題が共通しているのは社会への風刺と挑戦で、

挑発的な言葉や歌詞で社会に対して切り込んでいるが、洋楽のカバーアルバム

「COVERS」に代表されるように、清志郎は飾らぬ言葉で直接的な訴え方で社会に

切り込んだと思う。今の時代なら清志郎が何を歌うのだろうという思いがし、この番

組自体、とても意味深いものだと思った。清志郎と太田さんの出会いは、太田さんが

「国政選挙で投票しても何も変わらないのならば、投票しないという選択も正しいの

では」と雑誌に書いたことに対して、「文句を言いたい」と対談を申し込まれたこと

だった。清志郎は、「政治に無関心なんて言ってると、君の息子なんかが戦争に行っ

ちゃうわけよ」と諭したそうだ。今の改憲の問題だとか、今起きている問題に無関心

でいると、次の世代に大変な悔いを残すことになるだろうと言っているのだと思え、

今見てもとても新鮮で、必要な捉え方、切り口だと感じた。すごくいい番組だった。 

 

○  ５月２日(土)の忌野清志郎さんの命日にあわせて、ドラマや音楽番組と関連の番組

が放送され、彼がいかに愛されていたか、どれほどの影響力を持っていたかがよく伝

わってきた。 

   

○  ５月２日（土）のＮＨＫスペシャル「明治神宮 不思議の森～１００年の大実験～」

（総合 後 9:00～9:49）を見た。明治神宮は自然の森ではなく、人工的に作った森だ

ということは知らなかった。３人の天才林学者が、人手をかけなくても永遠に続く森

を作ろうと、150 年計画で立ち上げたプロジェクトから生まれたそうだ。時の総理大

臣、大隈重信は「荘厳な杉林にしろ」と命じたそうだが、押し戻してこの計画を進め

たということで、この壮大な計画からおよそ 100 年がたち、計画した森が５０年も

はやく形成されているそうだ。とてもおもしろく、新しいことを知ることができてよ

い番組だった。 

 

○  ５月４日(月)の奇跡のレッスン「世界の最強コーチと子どもたち」（総合 前9:05～

9:48）は、少年サッカーチームをフットサル日本代表監督のスペイン人、ミゲル・ロ

ドリゴさんが指導するという内容だった。どちらかといえば弱いサッカーチームを１

週間指導し、結果的に、個人の選手もチームも見違えるように生まれ変わり、最終的

にはライバルチームとの試合に大差で勝った。この番組を見て、子どもというのは指

導者でこうも変わるのか、本当に大人の責任は大きいと感じた。ミゲルさんは、もち

ろんサッカーのテクニックも教えるが、どうしてそうするのがよいのかという導き方

がすばらしく、教え方にいろいろなノウハウが詰まっており、とても興味深く、宝物

を見せてもらっているような感じだった。父兄もミゲルさんの教え方に共鳴しており、

本当にすばらしく、教えてもらえた子どもたちは幸せだなと感じた。 
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○   ５月８日(金)の女の横町「京都編」（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後11:15～11:44）は、八代亜紀さん

が横町天使となってナレーションを担当し、横町小町と言われる女の子が横町に行っ

てはしご酒をし、いろんな名物ママに出会うという内容で、これまでもこのシリーズ

はいくつか放送があったようだが、今回の舞台は京都だった。８０代のママもいたし、

芸妓さん上がりでとてもきれいで「居酒屋に行ったことないわ」というママさんもい

て、とてもおもしろかった。時々昔の曲が流れ、八代亜紀さんの歌も流れ、切り出さ

れるカットがおしゃれな感じでとてもいい番組だった。定時のシリーズ番組ではない

ようだが、放送されるときは必ず見たいと思っている。 

 

○   ５月９日(土)・１６日(土)、助けて！きわめびと「キレイと言われたい」前編・後

編を見た。この番組は４月からスタートしたようだが、初めて見た。「キレイと言わ

れたい」という題だったので、「この人がこんなにきれいになりました」というよう

な、普通のビフォー・アフターかと思って見ていたが、そうではなかった。恐らく番

組を制作した人たちも予想だにしないことがおき、それで前編・後編に分けて放送し

たのではないかと思うほどのすごい人間ドラマだった。 

番組に悩みを寄せたのは、地味な主婦の岡崎敏子さんで、「一生に一度でいいから

きれいと言われたい」ということだった。パーソナルスタイリストの政近準子さんは、

過去と決別しない限りきれいにならないだろうと話し、政近さんの提案で、岡崎さん

は、街頭で知らない人に、「私の服装どうですか」と話しかけることを繰り返した。

かわいい服に着替えて話しかけたときに、「とってもすてき」と言われたりし、岡崎

さんの表情がどんどん明るくなっていった。ただのビフォー・アフターではなく、と

ても深い内容のいい番組だった。後編は、ＮＨＫオンデマンドでも見られるようだ。

後編だけ見ても全体が分かるので、ぜひ見ていただきたいと思う。 

 

○  ５月９日(土)のＮＨＫスペシャル「総理秘書官が見た沖縄返還～発掘資料が語る内

幕～」（総合 後 9:00～9:50）は、佐藤栄作総理大臣の秘書官を務めた楠田實が残し

た膨大な資料から、当時の佐藤政権の中枢がどういう経過と判断で沖縄返還にたどり

着いたかをひも解く番組だった。まさに苦渋の政治判断の繰り返しだったという過程

が非常によく分かった。「核抜き本土並み」の返還という言葉に象徴されたわけだが、

やむを得ない一面があったのだなと感じた。映像で見る限り資料は膨大で、番組で紹

介されたのはそのコアな部分、必要な部分だけで、まだまだ知らないことがあるのだ

ろうと想像した。現代史なのでまだ公表できないものもあるのかもしれないが、さら

に解読が進めば現代史のいろいろな証言記録になるのではないかと思う。ぜひ、解読

を進めてほしいと感じた。 

 

○  ５月９日(土)のＮＨＫスペシャル「総理秘書官が見た沖縄返還～発掘資料が語る内
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幕～」は、佐藤首相の秘書官、楠田實の残した膨大な資料から、沖縄返還については

さまざまな密約があったことが浮かび上がった。私は知らなかったが、佐藤首相がニ

クソン大統領とつながりをもつハリー・カーンという人物と会い、「朝鮮半島有事の

際は日本の本土が戦争に巻き込まれてもしかたがない。国会でもこんなことを言って

いない。口外しないでほしい」と言っていた。こういうことまで言って返還交渉を進

めているという、実に生々しいやりとりがあったのだと思った。佐藤首相が国会答弁

とは違う役回りを陰で演じていたことが分かった。楠田さんは平成１５年に亡くなっ

たそうだが、絶筆が、「日米双方が沖縄の未来像を描くときではないか」ということ

で、今の沖縄の状況を照らしても極めて重い発言だと思った。歴史番組として非常に

高く評価したい。 

 

○   ５月９日（土）に、プロフェッショナル 仕事の流儀「最強の地平、その先へ～横

綱・白鵬翔～」を再放送で見た。３４回の優勝回数は、大鵬の持つ３２回を超え、歴

代最多だ。１５歳のとき知り合いに誘われ、日本にいくツアーに参加した。相撲部屋

の親方の目にとまれば入門できるということだったが、当時は体重が６２キロしかな

く、白鵬は誰からも声がかからずモンゴルに帰るはめになった。しかし本人が強い意

志で帰りたくないと言い、そこで宮城野親方が拾ったそうだ。白鵬の言葉が非常に印

象的で、「人生は戦う敵より大変だ」、「型を持って、型にこだわらない」など、ほか

のことにも通じる非常にいい言葉だと感じた。 

 

○  ５月１０日(日)の「日曜美術館 仏像をよみがえらせた男 新納忠之介」を見て、

新納忠之介という名前を初めて知ったが、岡倉天心に命じられて、東大寺の法華堂の

国宝１４体の修理を始め、百済観音など国宝や重要文化財を 2,000 体以上を修理した

人物だそうだ。非常に印象的だったのは、職人ではなくあくまで研究者としての姿勢

を貫いたということだ。修理箇所、あるいは修理方法を写真等の記録に詳細に残し、

腕や足の欠けた部分を修復する際は、補った場所が分かるようにあえて違う色で補う

などしていた。将来の研究の判断をミスリードしないようにという気持ちだったそう

で、そういう配慮も非常に興味深かった。仏像修復に生涯をかけたという言葉にふさ

わしい人物で、非常によい、おもしろい内容だった。 

 

○   ５月１２日(火)の「趣味どきっ！国宝に会いに行く 橋本麻里と旅する日本美術ガ

イド 第７回」を見た。「鳥獣人物戯画」は、２３枚の紙に描かれた絵をつなげた１

２メートルに及ぶ作品だが、実は４点、絵が抜けていることが確認されているそうだ。

つなぎめに高山寺の朱印が２か所ほど押してあるので、今の技術力であれば正常につ

なげるのではないかなと思った。誰が描いたかも分からない作品で、見る人の想像に

委ねるという、非常にユーモアにあふれた魅力ある国宝だと思った。 
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○   ５月１２日(火)の趣味どきっ！国宝に会いに行く 橋本麻里と旅する日本美術ガ

イド 第７回「高山寺・明恵上人と“鳥獣人物戯画”」は、非常におもしろい切り口

の番組だと感じた。  

案内人の橋本さんをこの番組で初めて知ったが、調べてみると、「ＮＥＷＳ ＷＥ

Ｂ」にもネットナビゲーターとしてレギュラー出演されており、国宝ブームの立役者

で、本職はライター、編集者だそうだ。そして、もう１人、マキタスポーツさんが旅

人として出演した。マキタさんのことも初めて知ったが、俳優でミュージシャンとい

う彼の存在もとてもユニークで、おもしろいと思った。 

国宝を見る前に、「今日の主役は動物」ということで、上野動物園から旅がスター

トする導入もおもしろかった。東京国立博物館で開催中の特別展で「鳥獣人物戯画」

を見たが、鑑賞のポイントは妄想力ということだった。「鳥獣人物戯画」には何の文

章も入っておらず、見る人が想像を膨らませて自分なりに楽しむことができるという

ことで、映画監督や俳優になったつもりで見たらどうかという提案があり、非常にお

もしろいと思った。 

妄想力を展開する謎の１つ目が誰が描いたのかということ、２つ目がどういうス

トーリーなのかということだった。「鳥獣人物戯画」は、２３枚の紙をつなげた巻物

になっているが、長い年月の中でのりがはがれ、つなぎあわせる際に順番が入れ替

わった個所があり、また、抜けた絵も４点確認されているそうだ。 

最後は「鳥獣人物戯画」が伝わった京都の高山寺で、絵が生まれた背景に思いをは

せ、橋本さんとマキタスポーツさんが妄想力を働かせ、「鳥獣人物戯画」にせりふを

つけ、ストーリーを展開しながら絵を楽しんでいた。これまでの国宝を鑑賞する番組

とは違う、非常に新鮮な視点で描けており、とてもいい番組だと思った。 

この番組と対比しながら、５月５日(火)のイッピン「木に柔らかく美しい曲線を～

山形 天童の木製品～」を、地元を取材した番組でもあったので、非常に興味を持っ

て視聴した。俳優の加藤夏希さんが現地を訪ね、木材を曲げて制作される、デザイン

性の高いフォルムの椅子を紹介した。木材を曲げる技術を丁寧に表現しており、これ

はこれでとてもいい番組ではあるが、「趣味どきっ！国宝に会いに行く」と比べると、

真面目過ぎないかと考えさせられた。 

視聴番組「メンコイらぼ」について、制作担当者から東北のいいものを紹介してい

くというコメントがあったが、国の施策にも地方創生が掲げられており、地域にある、

東北にあるよいものをきちんと知らせていくことはこれからますます重要になると

思っている。その表現方法として、例えば「趣味どきっ！」のように、ちょっとした

遊び心や、あるいは違う角度からの視点を入れるということも非常に大事ではないか

と思う。 

また、「イッピン」の放送時間についてだが、ＢＳプレミアムで火曜日の午後７時
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３０分から放送しており、再放送が月曜日の午前６時３０分から、そして総合テレビ

の再放送は、日曜日の午前４時３０分からだ。地方のよいものを発信する番組を、総

合テレビでもっと見られる時間帯に取り上げるべきではないかと思う。 

先ほど言及した「趣味どきっ！」など、Ｅテレの番組についても、もっと多くの人

から見てもらえることを考えていくべきではないか。総合テレビの中で他の放送波の

番組宣伝をしてはいるが、番組の放送時間や放送波も含めて考えていただきたい。 

交流人口増加などいろんな意味で、他の地域の方によいものを知ってもらうことが

地方創生の生命線になるのではないかと思っている。ＮＨＫもそういう視点をより強

く推進していただきたい。 

 

○  ５月１４日(木)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」 で、ヘッドラインの項目の

中に、「テニス錦織選手 初戦勝利！」と書かれていた。ヘッドラインで「！」をあま

りつけることがない中、初戦勝利程度でつけるのは大げさだと思った。 

 

○  ５月１５日(金)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」の特集で、昭和２０年に米軍

が行った機銃掃射の様子をガンカメラで撮影した映像が流れた。アメリカ国立公文書

館に残っていた映像だそうで、実際に銃撃で被害に遭った方を取材していた。映像が

非常にリアルで、タイミング的に日米間の集団的自衛権の問題などの報道が多かった

週だったので、考えさせられた。また、ペ・ヨンジュンさんが結婚したことも、１５

日(金)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」で紹介され、ちょっと驚いた。折しも、

軍艦島が世界遺産の候補になったところに、中国や韓国が横やりを入れてきたタイ

ミングでのニュースだったので、政治の部分と民間の部分とクッションになるような

ニュースを入れているのかなと感じた。 

昨日も、「国際報道２０１５」の中で、日韓交流に努めてきた日本人女性と韓国人

男性のカップルが韓国の町の広場で結婚式をあげて祝福されたというニュースが

あった。そういうニュースの挟み方がタイミング的におもしろく、何か意図的なもの

があるのかなと思った。 

 

○   ５月１７日(日)のサイエンスＺＥＲＯ「登場！がん治療を変える新薬 免疫のブ

レーキを外せ」は、がんの免疫のブレーキを抑制する画期的な薬が出て、それが承認

されたという内容で、これはすごい、もっと早い時間に放送できないのかと思った。

抗がん剤はある程度投与されるとだんだんと効かなくなり、さらに強いもの、強いも

のに変えざるを得ないのだが、番組で紹介された新薬は、１回効くとずっと効くとい

うことだった。薬で本当にがんを治せる時代が来るという、そういう訴え方をしてい

た。免疫細胞が、がん細胞を抑えるということは聞いたことがあったが、そもそも医

学的な実績があまりないので、現在の医療現場では使用されていないそうだ。しかし、
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この薬が高い確率で効くということは間違いないらしく、すごく衝撃的な内容だった。 

 

○  ５月１８日(月)のあさイチ「“キレる”子どもにどう接する？」を見た。キレる子

どもたちが増えているそうだ。よく海外の人たちから、「日本の子どもはゲームで育っ

ている。外で遊ばないし、外に行ったとしてもゲームで遊んでいる」、とよく言われ

ており、あまり運動をしなくなったのでキレる子どもが増えたのではないかなと漠然

と思っていた。番組では、キレる子どもたちの背景の１つに、自尊心がなくなってい

ることを伝えていた。また、外遊びを取り入れてキレる子どもが減ったという事例の

紹介もあった。今の時代は、洗濯も掃除もボタン一つででき、特に、東北の人たちは、

すぐ近くに行くにも歩かず車を使うことが多いと思う。もう少し歩こうとか、スポー

ツを推進するような番組ももっとあるといいと思う。高齢者の間では認知症が問題に

なっているが、スポーツで予防できることもあると思う。 

 

○  ５月２０日(水)のためしてガッテン「早く！すい臓がん発見 自己判定ガイド初公

開」は、早期発見が難しいすい臓がんについて紹介しており、おもしろかった。治療

はいろいろと進歩しているのに、国の医療制度はこういう新しい動きにすぐ飛びつけ

ないことに疑問を持った。 

 

○  「Ｅテレ０６５５」と「Ｅテレ２３５５」はなかなかいい。５分と短くて見やすい

というだけでなく、ちょうどこの時間帯にふさわしい内容で、ゆるい展開ながらぴり

りと辛さも効いた、いい番組だと思う。竹中直人さんが歌う「電車がきます」は、状

況をゆるく歌っただけだが、なんとなくいい。日めくりアニメも、よく毎日ああいう

内容を考えるものだと感心している。「クローズアップ５５」の丸川シャーロットさん

は指人形なのだが、何となく色っぽい雰囲気で、映像の４コマ漫画みたいな感じだと

思って楽しく見ている。 

 

（ＮＨＫ側） 

今回も活発な議論をいただいた。特に冒頭の「クローズアップ現代」

の報告書についてもご意見いただいた。決して現場を萎縮させることの

ないよう、我々も検討していきたいと思っているし、問題点は問題点と

してきちっと議論しようと思っている。引き続きよい番組を作っていこ

うと思っている。 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２７年４月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会 

 

４月のＮＨＫ東北地方放送番組審議会は、１６日(木)、ＮＨＫ仙台放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「クローズアップ現代」報道に関する中間報告について説明があっ

た。続いて、視聴番組のＮＨＫスペシャル「命と向きあう教室～被災地の１５歳・１

年の記録～」を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、５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） 

 

＜ＮＨＫスペシャル「命と向きあう教室～被災地の１５歳・１年の記録～」 

（総合 ３月２９日(日)）について＞ 

 

○  とてもつらい内容だったが、非常によい番組で、他人（ひと）事ではないと思いな

がら見た。小学５年生のときに東日本大震災に遭い、子どもたちは、突然、理不尽な

状態に置かれたわけだ。そのときの衝撃、つらさや苦しみは、すぐに泣いたりわめい

たりして表現できるものではなく、自分でコントロールできないほどの大きな衝撃

だったために、誰にもぶつけられず、自分の気持ちの奥底に閉じ込めるしかなかった

という状況が非常によく伝わってきた。そういう体験をした人がクラスの中に何人も

おり、これまでお互いにその体験に触れられずにいたわけで、彼らが受けた傷の深さ



2 

が伝わってきた。 

こういう状況は、番組で取り上げた東松島市立鳴瀬未来中学校だけではないだろう。

他の学校の子どもたちは、一体どういう状況に置かれているのかと、非常に心配に

なった。 

番組で「命の授業」をしていた先生は、そういう方面の専門家ではなかったと思う。

「命の授業」をするにあたって、教育学、心理学など、専門家のアドバイスが必要で

あり、心のケアは大事だということを改めて感じた。 

心の中に悲しみをぐっと閉じ込め、気持ちを凍らせていたような平塚亜美さんが、

卒業式で普通に泣いていたのを見て、とてもほっとした。彼女は、壁を一つ超え、自

分自身を解放できたのかなと感じた。 

一点、気になったのは、厳しい心理状態にある子どもたちが、カメラを向けられて

気丈に振る舞うところがあったのではないかということだ。取材をしている中で、カ

メラを意識する状況はなかったのか、バイアスがかかるようなことはなかったのか、

何か感じたところがあれば教えていただきたい。 

番組から少し離れるが、先般の３月１１日の政府主催の追悼式で、宮城県の遺族代

表の方が、津波に流されがれきに埋もれた母親を助けられず、「行かないで」と言う

母親を残して避難した、と述べたことに対して、ネット上で炎上していた件を思いお

こした。まさに理不尽な状況に置かれたことに対して、あのように炎上する。実際に

壮絶な体験をした人と、薄っぺらな知識で批判をしている人たちの浅はかさ、被災地

との気持ちのギャップを感じ、非常に情けなく思った。 

 

○  とても感情移入し、涙を流しながら見た。制野俊弘先生が、冒頭で、「震災が隠れ

てしまった感がある」、「抑え込んでいる悲しみを分かち合う必要がある」、と言って

いた言葉が最後まで響いた。これまで気を遣って話題にしなかったこと、前に進むた

めに表に出してはいけないと思って閉じ込めていた気持ちが、だんだんと出てくる様

子がとても丁寧に追われていたと思う。 

髙橋佑麻くんの作文を聞き、３月１１日の式典のスピーチのことを思い出し、いろ

いろ思うところがあった。また、明るく活発で生徒副会長をする平塚亜美さんが、震

災で両親を失ったことを打ち明け、その時の気持ちを「光が届かない深い暗闇」とい

う言葉で表現していたのが非常に印象深かった。クラスメイトから寄せられた感想に、

素直に「うれしいと思う」と話し、また、「図星をつかれてグサッときた」と、率直

に気持ちを話していたのも印象的だった。また、震災以外のことで、心の内を告白す

る子が出てきたのも、おそらく授業がうまくいき、クラスがまとまってきたのだろう

と感じた。親と別れる子どものつらさも伝わってきた。 

感動的な卒業式で終わってよかったということを、多くの視聴者が感じたと思う。

「自分の知らない本当の自分を知った」という亜美さんの言葉も、生徒の誰かが発し
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た、「命について考えるということは一生の宿題だ」という言葉もとても心に残った。  

この授業を「ＮＨＫスペシャル」で取り上げたことに感謝したい。とてもよかった。

今回は中学３年生の子どもが授業を通して自分と向き合っていたが、震災を離れ、広

い意味でも中学生が自分と向き合うときに、みんなが通る過程なのかもしれないと思

われた。自分の命、生きていくことの意味、それと関連して他人の命をどのように大

切にできるかということを考える上で、とても大事だと思った。一方、中学生は「Ｎ

ＨＫスペシャル」を見るのだろうかという素朴な疑問があり、中学生がもっと見てく

れる番組で取り上げていただきたいと思った。中学生だけでなく小学校高学年、高校

生にも通じる問題だと思うので、ぜひ、見てもらえるように放送枠を工夫してほしい。 

今回はつらい思いを打ち明けることができ、気持ちを昇華することができた子ども

たちを取り上げていたが、むしろこの経験でつらい思いをした子はいなかったのか気

になった。それを番組にはしづらいと思うが、他人の苦痛や苦悩を知ることで、自分

にマイナスの気持ちを引きつける子がいなかったのか、ケアは大丈夫だったのかとい

う心配がよぎった。また、映像面で、子どもたちの表情のアップが多く、感動的では

あるが、そんなに寄せなくてもという部分もあり、少しドキドキしながら見る場面も

あった。 

質問だが、そもそもこの命の授業をどうやって知ったのか、きっかけを教えてほし

い。３クラス８２人の生徒が出てきたが、よく見ると、１組の子が３組の子の作文を

読んでいるようなときもあり、授業をどういう形態で行っていたのかが、少し分かり

にくいところがあった。この点も教えてほしい。 

 

○  非常によい番組で、そもそもどのようにしてこの授業が行われることを知ったのか、

気になった。また、この番組の制作体制についてもお聞かせいただきたい。 

震災で傷ついた心を抱えこんでいる生徒たちをなんとかしようと、思い切って行っ

たのが「命の授業」で、斬新なタイトルだと思った。月に１回の授業を通して、子ど

もたちが徐々に心の内を言葉に出せるようになり、授業の内容も発展していった。そ

の様子を見て、今の子どもたちは、随分素直だなと思った。自分はつらい体験をして

いないという子が「きれいごとばかり書いても意味がない」、「同じ苦しさを知ること

ができないのがつらい」と涙を流しながら話す姿を見て、非常に感動した。 

震災から発展して命について考える授業になったが、その中で、本郷蘭さんが、両

親が離婚して、自分は必要ない人間だと感じ、自死まで考えた、という心の内を発表

した。それに対して、同じく両親の離婚を体験した別の生徒が、自分を産んだ両親に

は一緒に暮らしてきたことに感謝をし、今いる親を大切にしたいと発表した。違う考

えだが、クラスのみんなが蘭さんの思いに真摯に向き合ってくれることで、蘭さんが

励まされたことが伝わってきた。子どもたちが回復していく１年の様子が、凝縮して

描かれ、本当にすばらしい番組だった。 
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蘭さんは、秋の文化祭で神楽の要の太鼓を打っていたが、隣で先生だろうか、大人

が手平鉦（てひらがね）をたたいており、微笑ましく感じた。蘭さんは、おそらく自

身の悩みを太鼓に思いっきりぶつけてきたのだろう。それで、あれだけの技ができる

ようになったのだろうと思い、非常に感動的だった。 

先生方のアプローチ一つで子どもたちが成長していく、変わっていくという姿が映

されており、すばらしいと感じた。１月のまとめ授業では、母と姉を亡くした佑麻くん

は「命というのは強くて弱くて美しい輝きだと思います」と発表していた。そして、

将来、作家になりたいと考え始めたという紹介があった。作文がきっかけでそう考え

るようになったのかなと思った。自分の思いを表現することに喜びを感じる、興味を

持つというのは、非常によかったと思う。大変よい番組だった。ありがとうございま

した。 

 

○  とてもすばらしい番組だった。あれだけ自己開示を引き出すというのはとても大変

なことだと思う。同じ体験をしていても、お互いに話すことがなかったという事実に

非常に驚いた。壮絶な体験をした生徒にどう寄り添えばよいのか、先生たちもとても

迷っていたようだが、この問題に向き合わなくてはいけないという何か強い思いが

あったのだろう。 

モニター報告を見ると、「思い出す必要は全くないと思った」ということを何人か

書いておられるが、あの場にいた人たちにとっては、真摯（しんし）に向き合い、乗

り越えなくてはいけないことで、一緒に越えていく仲間がいる、そう思いながら次に

つなげていった授業になったと思う。そういう面を、番組から少しでも感じ取っても

らいたいと思う反面、つらい気持ちは思い出さないほうがよいと考える人たちも多く

いるのだなと感じた。 

今回の授業に関しては、先生方も悩んでいたと思うし、どのようになれば成功した

という形もないかもしれないが、自己開示をし続けることによって共感が生まれたり、

どう寄り添っていけばいいのかということに関して、「自分は誰も死んでいないから

本当に気持ちを理解することはできないのではないか」というような言葉も出てきた。

命や生きることについて考えることは、本当に一生の宿題だと思った。 

一般的には、震災の場面と今の子どもたちの様子、亜美さんが運動会で読み上げた

言葉、「つらい思いを乗り越え、前に進む」というメッセージを紹介して、震災から

次に向かっているということを感じてもらって番組を成立させることもできる内容

だった思うが、ホームページでこの番組を見たら、ディレクターの方が、「肌で感じ

ながら、うまく表現できない『空気』を伝えたかった」と書いていた。番組では、今

回名前も出なかった生徒たちの表情、思い、いわゆる「空気」がとてもよく出ていた

と思う。番組を制作するスタッフも、一緒の空気の中に身をおき、空気が変わるその

瞬間を意識しながら撮り続けた中で、表現できたものなのかなと思う。取材スタッフ
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が、生徒の自宅にも行き、自宅でもきちんと向き合っており、本当に生徒に寄り添い

続けたのだと感じた。 

１年間の長い取材で、編集もどれを残すのかということを深く考え、悩んだと推測

するが、無駄なところがなく、とてもすっきり仕上がっていた。また、高畑充希さん

のナレーションは、難しいデリケートな問題をほんわりと伝えてくれて、よかったと

思う。テロップもいい形で出ていた。すばらしいスタッフがいたからこそできた番組

だと思う。とてもよかった。 

 

○  本当によい番組だった。５０分近い番組だったが、気持ち的にもかなり入り込んで

見た。被災した子どもたちの心のケアは、範囲も広く、一人一人状況も違うわけで、

非常に難しいものだと思う。実際に学校でこういう取り組みが行われていることを見

ることができ、大変勉強になった。 

子どもたちが、カメラの前で自分の気持ちを本当に自然に、しっかり話をしている

光景があり、とてもびっくりした。このようになるまでにはかなり時間がかかったと

思う。本当に長期にわたって、たくさん撮影したと思うが、全体として非常にうまく

まとまっていた。また、先生の生徒にかけるふとした言葉や、つぶやきに近い言葉も

うまく拾われており、それに対して子どもたちが反応している様子などが丁寧に捉え

られていて、非常に努力して取材した番組だと感じた。 

番組で取り上げた授業は、何らかの裏づけがしっかりあって行われているのか、ま

た、やはり気持ちを話せなかった子どもたちは８２人の中にいなかったのか、もし分

かれば教えていただきたい。 

本当に子どもは多様で、亜美さんのように外見的には活発で明るい子も、内面では

深く悩んでいて、悲しんでいる。佑麻くんは、外見的には非常におとなしく見えるが、

内面では、悩んではいるものの、非常に自分を律している。さまざまな子どもがいる

なかで、心のケアというのは本当に難しいと感じる。それを、きちんと映像として見

ることができ、非常に深い内容だった。 

ナレーションの高畑さんは、冒頭は、少し幼い感じがしたが、子どもたちに寄り添

う形で番組が進んでいく中で、非常にフィットしていった印象で、ナレーションの選

択というのも、後になって非常に響くものだと思った。 

 

○  最初から最後まで涙がとまらなかった。１年間、取材をし、通常は踏み込まない部

分まで、きちんと踏み込んでいたと思う。子どもは、カメラの前でどうしても構えて

しまうところがあると思うが、とても自然で、本当にすばらしいと思った。多感な時

期の子どもたちをじっくり取材していた。 

「命と向き合う授業」、本来ならば担任の先生が行うのだと思うが、なぜ保健体育

の制野先生がしたのだろうかと疑問に思った。また、カメラの寄りかたが気になった。



6 

作文を紹介する場面などで、子どもたちの顔をアップにしすぎているように感じ、

アップにしすぎたせいか、ぶれるところもあり、見づらい部分があった。 

１月の最後の授業のシーンの前に映った、校庭で遊んでいる中学生の様子はとても

よく、また、曇り空の校庭の向こうを工事関係のトラックが行き交う場面は復興の様

子を見られて、印象的な映像だった。 

本当にずっと涙があふれた番組で、とてもいい番組だった。 

 

○  ３月１１日近辺に放送された震災特集の番組より、はるかに重い感じを受けた。こ

の授業の取り組みを行う背景について、冒頭からきちんと説明があった。多くの子ど

もたちが身近な人を亡くしたり、人の死を目の当たりにし、その中で我慢して抑え

込んできた部分を、どこかで解放してやらないといけないということで、授業の意図

がよく分かった。 

この授業を行ったのは保健体育の先生だったが、保健体育には、多分に心理面での

教育というものもあるのかなと思った。それを考えると、保健体育の教師は適任なの

かもしれないと、制野先生を通して感じた。普通の授業を受け持つ教師、言葉は悪い

が、無難にこなしてしまう事なかれ主義的なことでは、あそこまで踏み込めないと思

う。むしろ体育的なあっけらかんとした形で、制野先生は、子どもたちの手紙や作文

をコーディネートする仲介者の役割に徹していたように見えた。教師自身が感情を入

れ込んでしまうと成り立たない授業だと感じた。全国の教育現場に、大きな一石を投

じた番組だという印象を持った。 

ちょっと気になったのは、授業の風景の中で、教室の後ろに先生か父兄か分からな

いが、常に何人か人がいたことだ。公開授業だったのだろうか。授業自体は正しいし、

全く問題ないが、やはり生徒たちの表情がアップになり、つらさに耐えている表情が

出れば出るほど、何か残酷な感じを受け、複雑な思いで見た。 

１年間を通して、作文と手紙のやりとりをし、クラスの仲間同士が理解し合い、そ

して心の中にたまっていたものが解けていく、解放されていく過程がよく分かり、最

後の卒業式のシーンでは、本当に涙が出てしまった。命と向き合う教室という一つの

テーマが完結して、すごくさわやかな終わり方をしたという印象だ。 

 

○  よくできたよい番組だったと思う。１５歳という年齢は、慰め合うなんてダサいと

思っているだろうが、人一倍周囲のことが気になり、周囲から認められたくもある、

そういうアンビバレントな気持ちの中で生きていると思う。そういう思春期にある中、

３年前に震災があり親しい人を亡くしたりしており、二重の意味で心にロックがか

かった状態にいる子どもたちの心を、どうやって開いていくかというテーマなのだと

思う。 

制野先生は、心を開いていくときの産婆役に徹し、子どもたちは、１回作文を書い
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て自己対話を経て、自分のことを客観視し、それを披歴（れき）することで、仲間同

士が背中を押し合うような構造の授業になっていたと思う。そのこと自体がとてもよ

く、この方法は、生死に限らず、さまざまな問題を抱えている教育現場で有効な方法

だろうと思いながら見た。 

後ろで何人か見ている人がいたが、この授業は公開授業だったのかと疑問をもった。

説明がほしかった。 

番組のなかで最初にでてきた佑麻くんは、母と姉を亡くしているが、スパッと割り

切れるようなことを言っていなかった。最初の作文で、「命について答えなんてない」

と書き、最後は「強くて、弱くて、美しい輝きだ」と書いており、両義的なことをずっ

と言い続けていた。彼が抱えている葛藤は、この授業を通して氷解したわけではない。

それに対して、亜美さんは、たまり込んでいたものを吐き出し、何か解放されたよう

なストーリーになっていた。 

３年、４年の月日の中で、肉親を亡くしたり助けられなかったということについて、

簡単にけじめをつけたり、ポンと飛躍できるかといえば、おそらくできないだろう。

その回路を直線のように描いてしまうと、何かこぼれ落ちるようなことがありはしな

いかという印象も持った。 

蘭さんも、両親の離婚を抱えていて、いろいろ悩みがあったけれども、最後には新

しい親と仲良くなったように見えた。確かに親から見ればそのような気持ちだろうし、

我々大人から見ればよかったねと言いたくなるが、これも本当にそんなにストレート

にいくものなんだろうかと、どうしてもそう言いたくなる感じがした。 

また、カメラワークについてだが、震災のいろいろなドキュメンタリーでは、アッ

プを多用し過ぎてはいないかということを感じている。この番組もややそういう印象

があった。人の内面を描き出す番組は、おそらくカメラワークが難しいと思うが、心

象を何かの風景に仮託するという方法もあると思う。例えば、葉っぱがいっぱいつい

た枝とか、飛行機雲とか、そういう映像を挿入することによって我々に考える間が生

まれるし、視聴者が余白を自分で埋めていく作業ができていいのではないだろうか。

そういったところをもう少し工夫してもらえれば、なおよかったと思う。 

番組の構成は、本当に王道を行くもので、中身についてどうこうというより、いく

つか気づいた点を言わせてもらった。 

 

○  冒頭の制野先生の言葉が番組の内容を象徴していた。「あまりにお互いに気をつか

い過ぎて、何事もなかったように過ごしすぎたという反省がある」。また、「いずれや

らなければいけないというのは分かっていた」という言葉が、この授業の成り立ちを

端的に表していた。 

１年間かけて行った授業で、子どもたちが心の内を開いて、共感が深まっていった

ことが、番組の進展の中でよく分かった。この１年間を経て、３年生の８２人は真の
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仲間になったということが、卒業式の場面に象徴されていたように思う。 

同じように被災した子どもたちに、こういった授業があったのか、他の子どもたち

はどうなっているのだろうかと思った。番組に出た子どもたちは、小学５年生の３月

に被災し、小学６年生、中学１年生、２年生を経て、３年生の１年間、卒業してそれ

ぞれ旅立っていく前という、絶妙の時期にこの授業をしたのだと感じた。自我が形成

されていく、他人と違う自分を作っていく時期のタイミングでこういう授業があった

わけだ。やはり、年齢によって心の成長過程が違うわけで、中学１年生ぐらいの子は

よく分からないだろうし、それぞれの年齢によって違った対応、授業の内容でないと

難しいところもあるだろう。その辺について分かるところがあれば教えていただきた

い。 

本当に、よくこの授業の内容を報道していただいたと思いつつ、ケアされないまま

でいる子どもたちもいるのかなと、心配になった。 

みなさんが質問されていた公開授業だったのかという点については、私はその認識

はなく、番組の中でも「心のケアをしなければならない専門家を配置して」という説

明があったと思うが、説明をお願いしたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

公開授業だったのかという点については、そうではなく、番組の前半

で紹介していたのだが、デリケートな問題なので、万が一子どもたちの

心に異変があったときに備え、月に１回の授業に、常に児童心理学や教

育学などの専門家が立ち会う体制になっていた。また、授業をするのは

保健体育の先生なので、学年主任、クラス担任が立ち会っていた。ＮＨ

Ｋが取材し、最終的には全国に公開したわけだが、授業自体は公開され

ていたわけではない。 

制作体制についてもご質問いただいた。今回の番組では、東松島市の

現場に１年間通って取材をしたのは、３０代半ばの記者とディレクター

２人で、それに、カメラマンが１人、音声マンが１人と、合わせて４人

だった。編集は、取材をした記者とディレクターに加え、上司にあたる

プロデューサーやデスク、３人が加わり、５人が中心となって１か月ほ

どかけて編集をし、まとめた。 

この授業をどのようにして知ったのか、という質問があったが、あの

授業はなかなか画期的で、教育界で評判になっており、それを聞きつけ

たということだ。 

震災が起きた直後は、子どもたちにむやみに触れるなと言われていた。

震災から３か月、４か月ほど経過し、マスコミのインタビューはもちろん、

作文を書かせたり、被災体験を絵に描かせるなどの活動について、安易
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に吐き出させると、かえってデリケートな子どもの心を傷つけることが

あるため、精神科の専門家や、ずっとフォローできるカウンセラーがい

る場合を除いては、してくれるなと言われる状況があった。 

ところが４年たって、宮城県子ども総合センターの児童精神科医の専

門家に聞くと、むしろ吐き出せない、我慢疲れ、頑張り疲れが子どもた

ちに起きていて、今本当に必要なのは、震災直後とは違って、信頼でき

る相手に対して打ち明け、その悲しみを分かち合い、受けとめて、しか

も聞いておしまいというのではなく、それを長期にわたってフォローし

続け、支えてくれる友だちも先生もいるんだ、自分は一人でないんだと

いうことをきちんと伝えていくことが大事だという話だった。状況が随

分変わっているということで、私自身も驚いた。 

教育現場にいる先生たちも、震災直後にそういうことを言われたこと

もあり、いつかはやらなければいけないのだろうと思いながらもずっと

触れないままにしてきたわけだ。その中で、番組に出た制野先生は、一

年前の卒業式で、親を亡くしながらも気丈に振舞っていたある女子生徒

が、「誰にも言えず一人で抱え込んできたことがつらい」と話したことで、

今まで３年間放ってきたが、これはいよいよやらなければいけないと背

中を押され、授業を始めることにしたそうだ。今までとは全く違う、腫

れ物には絶対に触れないというところから一変し、思い切って踏み込み、

フォローし続けていくという新しい取り組みを始めることは、かなり話

題になり、教育関係者を取材している記者やディレクターがその話を聞

き、取材をお願いしたという経緯だ。最初は随分警戒されたそうだが、

きちんと１年間、卒業するまで、最後までフォローして放送していくと

いうことを繰り返しお伝えすることによって信頼を得、取材させていた

だけることになった。 

授業の形態は、８２人、３クラスに対して、制野先生が保健体育や総

合学習の時間で、月に１回を基本に進めていた。授業は、３クラスほぼ

同時並行で行うようにしており、例えば１日は１組、翌日は２組、その

翌日に３組というように進めていた。かつ、本人の了承を得られた作文

については、違うクラスの子どもたちにも読んで聞かせたり、どう思う

かということを共有していた。番組の中では、授業形態まで細かく説明

しているスペースはなく、あのようにテロップでクラスのみ紹介するよ

うな形にした。 

話せない子どももいたのではないかということについては、当然、そ

ういう子どももいた。書くこと、発表すること、もちろんＮＨＫが放送

で知らせることについては、強制することが絶対にあってはならないと
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いうことで、授業ではあるが、震災のことを書けない子は一切書かなく

ていいということを、先生は最初の授業のときからはっきりと伝えてお

り、作文用紙にもそのことが書いてあった。「震災体験を通じて命とは何

かを考えるという授業ですが、書きたくないと思う方、つらい方は書か

なくても結構です。ほかのことを書いても構いません」ということになっ

ていた。実際書けない子、それから発表できない子、発表したくないと

いう子は、結構いたと聞いている。 

 

○  １年生、２年生は、同じような形で授業をやっていたのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

毎月、８２人の作文を読み込み、その後、フォローを全部していかな

ければいけないので、２年生、１年生にまで手が回る状況ではなく、今

回、授業をしたのは３年生だけだった。 

 

○  カメラを向けることで気丈に振る舞ったり、カメラを向けることで少しバイアスが

かかったりする印象はなかったのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

もしかすると春の授業では、本当はしゃべりたいが、カメラも来てい

るし、発表するのをやめた子どもがいたかもしれないと、今、思ったり

する。ただ、毎月ロケに行き、運動会や文化祭などにもずっと通い続け

るうちに、いつもの人たちというふうにはなっていったと思う。８２人

もいるので、一概には言えないが、だんだんカメラも気にならなくなっ

て、授業の進化とともに本音を撮影させてもらえるようになり、我々の

ほうを意識するというのも減っていったと思っている。 

 

○  この授業を行っている学校は他にもあるのか。これを機に今後展開しようという学

校はあるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

具体的には把握していないが、あのような形で授業を行っているのは

東松島市立鳴瀬未来中学校の３年生だけだと聞いている。リスクもあり、

エネルギーも必要なので、すぐに広がるかどうかは分からないが、宮城

県子ども総合センターの専門家も、悲しみをきちんと外に出して受けと

めるという取り組みが必要だと、盛んに言っているので、徐々に広がっ
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ていくのではないかと思う。 

 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ３月２１日(土)の解説スタジアム「５年目の復興 何が必要か」（総合 前0:25～

1:24）は、スタジオで解説委員がそれぞれの専門分野から復興について語り、それに

対して視聴者が意見を出し合う双方向の番組だった。視聴者から意見を募り、アン

ケートを実施し、その結果をリアルタイムでグラフに表示して紹介し、非常におもし

ろい意見や参考になる意見もいろいろあった。ただ、番組の中で、「この結果は世論

調査ではありません」という表現がたびたびあり気になった。いったい何人がアン

ケートに参加し、何人の意見を集約した結果なのかをはっきり説明してもらえれば、

非常に参考になるだろうと感じた。 

 

○  ３月２１日(土)、綾瀬はるかの「ふくしまに恋して」２０１５春（総合 後8:15～

8:43）は、綾瀬さんが福島で元気に生きる女性たちを訪ねていた。地元のガイドをす

るいわきの女子高校生たち、下郷町の大内宿でちりめん細工の販売をする女性、須賀

川市で樹齢350年の桜を守る女性、固い絆で結ばれたフラガールたちなど、多くの人

を元気づけようと頑張る女性たちを紹介した。折にふれ、綾瀬さんが福島を訪れる番

組が放送されているが、彼女自身が今でもずっと福島とのつながりを楽しんでいるこ

とがよく伝わってきて、ほっこりした。今後もこのシリーズを楽しみにしている。 

 

○  ３月２４日(火)の地方発 ドキュメンタリー「ずっと言えなかった～福島 親子の

手紙～」は、親からの手紙を通して、行き詰まっている子どもたちの気持ちを開放し

ていくという取り組みだった。親子の間でも本当の気持ちをなかなか表現できない現

実があり、小学６年生の担任・白木次男先生が行った、心のケアの取り組みだった。

震災から４年がたち、気持ちを吐き出すこと、書いて表現するということが本当に大

事な時期に来ているのだなと思った。非常にセンシティブな問題であり、とても興味

深く、考えさせられる番組だった。 

 

○  ４月４日(土)の目撃！日本列島「かあちゃん笑って！笑って！～島に笑顔がもどる

日まで～」は、宮城県気仙沼市大島の女性たちが、ドレスアップして写真を撮る“変

身フォト”の撮影会を紹介していた。震災で傷ついた女性たちに笑顔になってもらい

たいと、東京の写真館が無料の撮影会を開いているそうで、とてもおもしろい取り組

みだと思った。現実離れした変身ぶりで、みなさん心底喜んでいた。１枚の写真を通

して、みんなが笑い合えるというのが本当に微笑ましく、とても楽しく、よい番組だっ
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た。 

 

○  ４月５日(日)の明日へ－支えあおう－ 花は咲くあなたに咲く「おだづもっこの

“復幸祭”～宮城県・女川町～」を見た。「おだづ」は、ふざけるという意味で、「お

だづもっこ」はお調子者という意味の方言だ。大規模な祭りを企画し、町に人を呼び

込もうと奮闘する３人の若者が登場した。その一人、復幸祭の実行委員長、阿部淳さん

は、兵庫県の西宮神社の福男選びの神事をヒントに始めたイベント、津波が来たら高

台へ逃げるということを伝える「津波伝承 女川復幸男」の実行委員長も務めていた。

水産加工会社を経営しており、津波で何もかも失ったが、友人が工場の一部を貸して

くれて再建にこぎつけたという話が紹介された。もう一人は、阿部さんと同級生で、

復幸祭の副委員長を務める老舗かまぼこ店の高橋正樹さんで、ももいろクローバーＺ

を祭りに招いたりしていた。もう一人が、酒店の専務、丹野洋さん。 

若者の活躍がすばらしく、とてもよかった。「町を出ていかざるを得なかった友人

たちが戻れる町を作りたい。出ていったのは仕方がない。遊びに戻って来て、飲むだ

けでもいい。そういう町にしたい」という言葉があり、心に染みた。語りが女川出身

の中村雅俊で、震災関連の番組の中では元気の出る内容で、とてもよかった。 

 

○  ４月５日(日)の福島をずっと見ているＴＶスペシャル「５度目の春に思うこと…」

は、東京で公開収録した番組だった。ほとんどの参加者が福島県外の方たちで、「福

島をずっと見ている」というタイトルを改めて考えるきっかけになった。福島出身の

ミュージシャン２組によるライブもあり、披露された歌は大変すばらしく、福島のこ

とを歌っているけれども、地域を限らず誰もが共感できる歌で、とてもよかった。 

 

○  最近の「花燃ゆ」で描かれる吉田松陰は、甚だ迷惑な人物だというのが正直な感想

だ。尊皇攘夷という思想はいいのかもしれないが、目的を具体化・具現化するための

策らしい策がなく、猪突猛進で、しかも直情的、自己中心的で周りを巻き込んでいる。

もしかすると、たまたま弟子たちが偉くなったから、松陰が歴史的な人物として評価

されているだけなのかなと思ってしまうような印象で、本当にああいう人物だったの

だろうかと疑問を持ちながら見ている。また、高橋英樹さん演じる井伊直弼は、時代

がかった演技で少し興ざめの印象だ。 

 

○  プレミアムよるドラマ「その男、意識高い系。」は、とてもおもしろく見ている。

確かに「こういう子、いるな」と、うなずかされる場面が多々ある。ドラマも後半に

なり、林遣都さん演じる、意識高い系の一条くんも大分変わってきて、感動的な最終

回になるだろうと期待している。 
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○  ３月１２日(木)の英雄たちの選択「大敗北が家康を天下人にした 知られざる三

方ヶ原の戦い」は、アニメやコンピューターシミュレーションを用いて、徳川家康が

どれだけ攻めていったかを映像化したところが大変おもしろかった。 

 

○  ３月２０日(金)のファミリーヒストリー「あなたのファミリーヒストリーＳＰ～視

聴者からのメールより～」は、番組に寄せられたメールや手紙をもとに「視聴者版・

ファミリーヒストリー」を制作していた。紹介した４人のうち、３人が外国絡みのヒ

ストリーで、いい悪いではなく、ずいぶん多いなという印象を受けた。内容はとても

おもしろかった。 

 

○  「所さん！大変ですよ」は、ニュースや「クローズアップ現代」では取り上げられ

ないようなネタを深掘りしており、とても楽しみな番組だ。３月２６日(木)の「春の

シロクマＳＰ」（総合 後10:00～10:40）は、ある水族館がホッキョクグマを1,500万

円で購入しようとしたが失敗したという事件の背景を追っていた。どういうことだろ

うと思って見たが、ホッキョクグマを買い占める中国という背景があったり、ホッ

キョクグマとヒグマの交雑種を買わされそうになった事件があったり、世界的な取材

になっており、大変おもしろかった。 

また、４月２日(木)の「なぜ自宅から？ 相次ぐ謎の“拳銃”押収事件」では、   

一般家庭から“拳銃”が警察に押収される事件が相次いでいることが紹介された。

ニュースでは放送されない事件だが、そのことをきっかけに見えてくるものがあり、

これから毎週とても楽しみだ。 

 

○  「植物男子ベランダー ＳＥＡＳＯＮ２」がとても話題になっていると思う。「植

物男子 ベランダー ｓｅａｓｏｎ２ 俺の直前スペシャル」と題して、３月２８日

(土)に「前編」（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前11:00～11:29）、３月２９日(日)「後編」（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後

3:00～3:29）を放送しており、人気を反映した編成に違いないと思った。原作者のい

とうせいこうさんとベランダー演じる田口トモロヲさんの対談が大変おもしろく、ま

た、曲を担当している大橋トリオさんがいかにこのドラマを愛しているかということ

も伝わってきて、さらに「ベランダー」を見たいという気持ちにさせられた。 

 

○  「植物男子ベランダー ＳＥＡＳＯＮ２」が始まるそうだが、前作から、ベランダー

の田口トモロヲさんの演技をとても楽しく見ていた。ＳＥＡＳＯＮ２は、新聞などに

もよく取り上げられており、話題のドラマになりつつあるのかなと思い、期待してい

る。 

 

○  ３月２９日(日) メディアの明日 第５回「ＡＩとＩｏＴが変える未来」（BS1 後
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0:00～0:49）は、人工知能・ＡＩが新聞記事を書くという紹介が冒頭にあり、とても

衝撃的だった。うまくフォーマットさえ作れれば、一人一人の読者の好みに合わせた

記事を作ることができることや、ＡＩの記事作成ソフトを使ってコストを１０分の１

に抑えた新聞社の例などが紹介され、大変おもしろかった。また、ＩｏＴ（Internet 

of Things）の可能性についても、楽しく紹介しつつ、危険性についても言及してお

り、大変興味深く見た。 

 

○  連続テレビ小説「まれ」は、「マッサン」と比べるとちょっと落ちる印象で、出演

者全体のテンションが、朝にしては少し高過ぎる感じがする。一方で、田中裕子さん

と田中泯さんの夫妻が非常にいい。いぶし銀の味が出ていると思う。 

 

○  連続テレビ小説「まれ」は、今の若い人にとって、「地道にコツコツ」という言葉

がとてもいいと思う。夢を追いかけるダメ親父を反面教師にして、ヒロインが頑張っ

ている感じで、非常に楽しく見ている。 

 

○  ３月３０日(月)のクローズアップ現代「シリーズ いまを生きる女性たち（１）働

く世代の本音は… ～１５００人のアンケートから～」、３月３１日(火)「シリーズ 

いまを生きる女性たち（２）次に続くあなたへ ～“均等法第一世代”からのメッセー

ジ～」を見た。女性の活躍、登用が叫ばれた、２０年前の映像が出てきて、驚いた。 

「クローズアップ現代」は、短い時間の中に全ての映像を出し、答えありきで撮っ

ていく、逆算で撮っていくような番組構成になっているのだろうと思う。そのために、

「やらせ」と言われるようなことも起きたのかもしれないが、今の問題をいち早く取

り上げ、知らせてくれる番組であり、ＮＨＫスペシャルでさらに深く取材して放送す

るという流れもあり、そういう役割が「クローズアップ現代」にはあるのだろうと思

いながら見た。 

２０年前の映像を見ながら、女性が活躍するために、今後、ロールモデルをどう出

していけばいいのか、自分自身も次の人たちに伝えるためにはどうしたらいいのかと、

考えながら見た。 

 

○  ３月３０日(月)のクローズアップ現代「シリーズ いまを生きる女性たち（１）働

く世代の本音は…」の中で、女性を本気にする５つのポイントを「き」というキー

ワードで紹介していた。「期」待をことばで伝える、「き」れいな環境など、なるほ

どと思い、興味深く聞いた。また、３４歳が男性の意識の分かれ目で、その年齢を

境に上と下で家事分担がしやすい・しにくいなどという状況があるとか、今の管理

職層は、専業主婦の妻がいて仕事に専念してきた世代で、女性の活躍を含め多様な

働き方についてなかなか理解できず、そういう意味で「粘土層」とも呼ばれている
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という解説があり、新しい知識がいろいろ得られ、おもしろかった。 

 

○  ３月３１日(火)のクローズアップ現代「シリーズ いまを生きる女性たち（２）次

に続くあなたへ」では、雇用機会均等法の誕生から３０年ということで社会がどう変

わったかを検証した。1993年に番組で取材された３人の女性が出てきて、今も頑張っ

て働く姿が紹介され、働き続ける中での壁や、自分たちの経験をいかに次世代に伝え

ていくかという気持ちが分かりやすく紹介され、とても興味深かった。また、「クロー

ズアップ現代」がこんなにも長寿番組だったということにも驚いた。ぜひこれからも

頑張ってほしいと思う。その他、４月７日(火)の「“ポスト”に託された命」と、４

月１３日(月)の「ついに発見！？ 地球外生命に挑む科学者たち」も、興味深い内容

だった。 

 

○  ３月３１日(火)のＮＥＸＴスペシャル「名誉殺人の闇の中で」（総合 後10:00～

10:49）はとても衝撃的な内容だった。パキスタンの農村部では、女性が、家族が決

めた相手以外と結婚した場合などに「一家の名誉が汚された」として、父親や親族ら

が娘を殺害するという、名誉殺人が行われているそうだ。男性に乱暴を受け、それに

対して裁判を起こした結果、兄を殺されたなど、救いようのない現実があり、児童結

婚の問題も取り上げていた。後半にマララさんが出てきて、そうした状況の女性たち

にいかに勇気と元気を与えたかが紹介された。裁判を起こし、兄を殺されたという女

性がマララさんと交流を持ち、ノーベル賞のスピーチのときにも出席していたことが

紹介され、とてもよかった。とてもつらい番組だったが、終わりに少しだけ光が見え

た。よくぞこの時間帯に、しかも総合テレビで放送してくれたなと思った。 

 

○  ４月５日(日)の「英国一家が日本を食べちゃうワケ」（総合 後5:10～5:58）は、と

てもよくできていた。原作の「英国一家、日本を食べる」も大変おもしろく読んでい

たが、本には写真がほとんど掲載されていなかった。今回の番組では、マイケル・ブー

スさんの取材の際の様子が肉声や映像を使って丁寧に紹介されており、興味深く、と

てもおもしろかった。 

アニメ「英国一家、日本を食べる」は、パリの有名な料理学校で学び、世界の一流

料理を知るジャーナリストのマイケル・ブースさんが、日本の料理を掘り下げるとい

うことで、とても厚みのある番組になると思う。番組を通して、日本の文化をどうい

う角度で見ることができるのか、放送を楽しみにしている。 

 

○  ４月５日(日)のドキュメンタリーＷＡＶＥ「破綻する影の銀行～中国社会を揺るが

す新たな危機～」は、よくこれだけ取材したものだと感心した。中国で影の銀行とよ

ばれる民間の投資会社の破綻の問題は前から聞いていた。１５％から２０％という非
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常に高い利息でお金を運用するため、市民が自分たちの資産を増やそうと、貯金感覚

で利用しているが、ここ数年続く不動産価格の下落のあおりで民間の投資会社が相次

いで破綻。何百兆円というお金が戻ってこない状況になっている。中国全土で破綻し

た投資会社は１万件にも及び、影響を受けた人は、1,000万人にものぼるという。こ

の国家的な問題について、マスコミは取り上げず、何事もないかのような状態で、被

害者の市民グループの暴動が今後出てくるような気配を感じ、恐ろしいなと思った。

この問題についての政府や地方の役所など行政側のコメントも入れてほしかった。 

 

○  ４月６日(月)のクローズアップ現代「“庶民の笑い”を絶やさない～落語家・桂米

朝さんの生涯～」を見た。桂米朝さんは、格調高く、品を持って庶民を演じ、目先の

評価、いわゆる視聴率や小手先の笑いのために流儀を変えてはならないという、一徹

した考えを生涯貫いたという。昔のいろいろな資料を集め、途絶えた演目を復活させ

るなど、学者と言われるような落語家人生だったそうだ。非常に印象深い内容だった。 

 

○  ４月７日(火)のクローズアップ現代「“ポスト”に託された命～赤ちゃん１００人

のその後～」を見た。赤ちゃんポストに預けたとしても、その後、赤ちゃんがどこに

託され、どうなるのかという仕組みが整っていないことを知った。海外の例で、ドイ

ツが紹介されたが、託された赤ちゃんが大人になるまでしっかりフォローする仕組み

になっていた。日本の場合は、ただ赤ちゃんポストを設けただけで、その後のフォロー

について制度が整っていないようで、なぜ最後まできちんと考えないのかと感じた。

原発の問題も同様で、原子力発電所を作ったものの、最終処分場は決まっていない。

最後は誰が面倒見るのか、誰が問題を抱えるのかといえば、結局われわれになるわけ

で、日本はもう少し考えてほしいと思った。赤ちゃんポストの話から、原発の問題ま

で考えさせられた番組だった。 

 

○  ４月８日(水)のクローズアップ現代「観光にビッグデータ！？～外国人呼びこむ新

戦略～」は、スマートフォンのアプリなどを使って、外国人の足取りをビッグデータ

として集め、外国人観光客が国内のどんなところを訪れているかということを紹介し

ていた。小さな個人経営の旅館やホテルが満員になっているという放送は見ていたが、

今回は、名所・旧跡ではないにも関わらず、外国人を引きつける意外な人気スポット

が明らかになった。例えば、渋谷のスクランブル交差点などがそれで、非常におもし

ろいアプローチだった。残念ながら、東北へのインバウンドは非常に少なかった。渋

谷の雑踏やちょっとした風景が観光スポットになるようで、東北にもそういう場所が

たくさんあると思う。ネット上の書き込みや工夫で、いろいろなことができる可能性

があるだろうと思いながら視聴した。外国人観光客を呼び込むのに、このようなアプ

ローチが可能だということを知り、非常におもしろかった。 
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○  木曜時代劇「かぶき者慶次」は、関ヶ原の戦の前後での前田慶次はいろいろな場で

取り上げられているが、江戸時代になってからの彼の後半生はあまり聞いたことがな

く、非常におもしろく、興味深い。藤竜也さんの慶次も渋くていい。 

 

○  ４月９日(日)の英雄たちの選択「無念なり！悲運の大老～井伊直弼・開国への決断

～」は、“悪役”として語られてきた井伊直弼のイメージを覆す内容で、物事を違う

角度で見ることのおもしろさを知らせてくれた。「花燃ゆ」とシンクロする時代背景

の内容で、タイムリーでとてもよかったと思う。 

 

○  ４月９日(木)の所さん！大変ですよ「売れすぎてビックリ！？ 謎の中古マン

ション」は、新潟県湯沢町で激安の中古リゾートマンションが売れているという話

だった。湯沢町の苗場にスキーをしに行くと、スキー場の前のホテル以外のところで、

スキー客ではないような人たちが歩いているのをよく見ていたが、実は１人暮らしの

方たちもいたのかと驚いた。他にも、海外の激安キャッスルなどとの比較があり、所

さんの番組は、やはりおもしろい作りだと思った。とても楽しみな番組だ。 

 

○  ４月１０日(金)の時論公論「腹くう鏡手術“連続死”を問う」で、村田英明解説委

員が、腹くう鏡手術の実態について解説していた。その中で、腹くう鏡手術は保険適

用外の研究段階の手術だという説明があり、研究段階という言葉が非常に気になった。

知らずに、よく説明も受けず、手術を受けて亡くなった方もいるわけで、遺族の方が

聞いたらとんでもないことだと思うだろう。また、保険適用手術に比べ、適用外の腹

くう鏡手術は死亡率が肝臓で５倍、すい臓で１０倍高いという説明もあり、非常に問

題だと思った。 

 

○  「ブラタモリ」は、新年度からタモリさんが東京以外にも行けるということで始まっ

たようだ。長崎が２週続けて放送され、次は金沢が２週連続の放送で、２週連続であ

る地域を紹介するということなのだろうか。 

以前は、基本的に東京中心で、都市伝説や街のランドスケープなど、そういうもの

をタモリさんの軽妙洒脱（しゃだつ）なトークと時々見せる博覧強記ぶり、そういう

もので楽しませていた番組だと思う。そういうものが番組の魅力だったとすると、ふ

と、カントリーサイドでこの番組が成立するのだろうかという疑問が起きた。ぜひ東

北に来てほしいが、その場合に、例えば仙台ならば、伊達政宗の関連史跡などを散歩

することになるだろう。しかし、もっと田舎に行って、この番組を成立させられない

だろうか、「ブラタモリ」の芸風を広げられないだろうかということを考えた。地方

創生が叫ばれる中、田舎にこの番組をもっていき、新しい魅力を見せてもらいたい。
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ぜひ地方に呼んでいただきたいと思っている。 

 

○  ４月１１日(土)のＮＨＫスペシャル「幻の山 カカボラジ～アジア最後の秘境を行

く～」（総合 後9:00～9:49）を見た。中国との国境あたりにあるミャンマーのジャン

グルの奥にある、氷で覆われた、標高5,881メートルのカカラボジの登山に挑んだ。

軍事政権下で外国人が近づくこと自体が許されなかったそうで、１８年ぶりに許可が

下りたそうだ。過去に登頂したのは、１回だけで、まだ本当に秘境ということだった。

３人の登山家が登り、よく見ると、「グレートトラバース～日本百名山一筆書き踏破

～」で見た、ラジコンヘリでの撮影もあった。もしかしたらと思って調べたら、やは

り同じ人で、平出和也さんだった。１か月間、240キロも歩いて麓にたどり着き、そ

こから３日間かけて登っていたが、途中のジャングルもすごかった。山がビルのよう

にそびえ立ち、眼下に急流が流れる断崖絶壁の場所に、一人がようやく渡れるほどの

つり橋があり、全員が渡りきるまでに何時間もかかっていた。とても見ることができ

ない貴重なものを見せていただき、ありがたかった。 

 

○  ４月１１日(土)の「国民アンケートクイズ リアル日本人！」（総合 後10:00～

10:48）は、視聴者がデータ放送でアンケートに参加でき、その結果が即座に集計さ

れ、しかも地域別の分析までなされ、すごいと思った。ふだん何気なくとっている行

動から問題が出題され、常識的に正しいかということではなく、視聴者がどう考えて

いるのかということから答えを導き出す、今の日本人の感覚が見えてくるおもしろい

クイズ番組だった。今、庶民感覚で抱いていることや意識の変化が、視聴者アンケー

トの答えから見えてきて、興味深かった。また、別の切り口で放送してもらいたいし、

もう少し早い時間に放送すれば、もっと多くの人が見られて、おもしろいと思う。 

 

○  ４月１２日(日)の六角精児の呑み鉄本線・日本旅「のと鉄道を呑む！」は、私も呑

みながら鉄旅をしたいと思っており、六角精児さんを起用したのがとてもおもしろい

と思った。「楽しくなってきたら呑むべし」などという六角さんならではの「呑み鉄」

の極意の紹介も、挿入されている曲もとてもよかった。六角さんの歌も、語りの壇蜜

さんもとてもよく、これからも楽しみにしている。 

 

○  プレミアムドラマ「リキッド～鬼の酒 奇跡の蔵～」は、金沢の酒蔵が舞台のドラ

マで、おもしろく見た。酒蔵のドラマといえば、命を削って苦しみながら酒を作るよ

うなイメージがある。伝説の老杜氏を津川雅彦さんが演じるということで、そういう

感じのドラマかと思っていたが、１話目の後半は破天荒な展開になり、今後が非常に

楽しみだ。 
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○  連続テレビ小説「まれ」を見て、言葉の問題で疑問が起きたので説明してほしい。

田中泯さん演じる桶作元治が、祭りのことではじけるシーンだが、ナレーションで「こ

の親父は言葉をあらげることもなく」と言っていたが、「あららげる」ではないのか。 

調べてみると、ＮＨＫの放送文化研究所のホームページに「『荒（あら）らげる』

と『荒（あら）げる』どちらの言い方でもよいのですか」という質問に対して、次の

ように回答していた。 

「声を荒立てる」「度をこして激しい声で言う」ことをさすことばとしては、「声を

あららげる」が伝統的な言い方です。新聞社などの多くは「あららげる」のみを認め、

「あらげる」は俗な言い方としています。しかし、声に出して言う場合、「あららげ

る」より「あらげる」のほうが言いやすいことや、「荒らげる」とかいてあるのを「あ

らげる」と読むという思い違いもあってか、今では「声をあらげる」と言う人のほう

が多くなっています。ＮＨＫが平成３年に行った全国調査でも、「あららげる」と言

うと答えた人が１９％にとどまったのに対して、「あらげる」と言うと答えた人が 

７７％にものぼりました。このため、放送でも「あららげる」とあわせて「あらげる」

を使うことも認めるようにしました。 

これはつまり世の中の大勢が本来の伝統的な言葉ではなくて、略した言葉になった

ので、認めたと言っているわけだ。だとすると、「ら抜き言葉」もＮＨＫはこれから

認めるということになるのだろうか。 

言葉は移り変わるものなので、あまりに伝統墨守と言っても仕方ないが、基本的な

言葉の構造を、世の中がそうなっているからという理由で変えていくことにはやや抵

抗がある。伝統的な言い方である「あららげる」を使うほうが日本語の美しさといっ

たものを維持できると思う。そちらのほうに寄せた言い方をしていただきたいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

言葉の表現については、難しいところだ。最近、変わったのが「贈り

物をする」ときに使う「寄贈」で、ＮＨＫはこれまで「きそう」と読ん

できたが、最近「きぞう」もよくなった。また、物に頼ることの「依存」

も、これまで「いそん」と読んできたが、これも「いぞん」と読むよう

になってきた。アクセントについても、例えば「わかめ」は、ＮＨＫは

ずっと「か」にアクセントを置いてきたが、今は「わ」にアクセントを

置くのではないかなどと、よく議論になる。 

また、明らかな誤用だが、「すごい美しい」「すごいおいしい」のよう

な、「すごい」の使い方も議論になっている。本来は副詞なので「すごく

美しい」「すごくおいしい」と言うべきところだが、今、多くの人が「す

ごい美しい」と言っている。「他山の石」などの慣用句も、「他人事」と

いう意味にとる方が増えていたり、そもそも「他人事」自体も、最近「た
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にんごと」と言う方が多く、ＮＨＫでは「ひとごと」と読むようにして

いるのだが、正直申し上げて、言葉の表現は非常に揺れている。 

ただ、我々が言葉の変化に関してずっと言われてきたのは、なるべく

世の中の流れの一番最後についていこうということだ。しかし、アンケー

トで明らかな差が出てしまった場合は、そこに背中を押されるように変

えてきたということも多々あり、「あららげる」に関しては、その差が相

当に大きいと判断したということだと思う。 

 

○  要望を一つ。平成２５年に農地中間管理機構（農地集積バンク）の法律が成立し公

布され、農業を継続できない農家が、機構に農地を貸し、機構はこれを法人の生産組

合または、認定農業者に委託するという制度が始まった。ＴＰＰ交渉もにらみ、農家

の大規模化を図り、生産効率を高め、競争力のある安い米作りも目指しつつ、集約化

のための農地の基盤整備も国の交付金で同時に進めるものだ。一方、小規模ながら

営々と継続してきた農家も、米価の下落で継続が困難となり、一大転換を余儀なくさ

れている。小規模といえども収入源を失う全国の農家が揺れ動いている現状だが、ほ

とんど放送されていないように感じている。この制度が良いとか悪いではなく、ぜひ、

日本の農業が転換機にあるという実情を放送してもらいたい。 

 

○  要望がある。蔵王山の噴火に関連して、遠刈田温泉で何百という単位でキャンセル

が来ており、山形の上山温泉や蔵王温泉でもキャンセルが相次いでいる。大型連休で、

相当な打撃を受けると思う。噴石の飛ぶ範囲は、今のところ数キロという想定なので、

温泉街に直接飛ぶことはない。地元ではきちんと対策をとっているので観光客の受け

入れに何ら問題ないということを、ＮＨＫでも全国に発信していただければ、地元の

方も安心すると思う。ぜひ、取り上げていただきたい。 

 

○  明日、自民党の情報通信戦略調査会に、ＮＨＫの「クローズアップ現代」とテレビ

朝日の「報道ステーション」の担当者が呼ばれ、事情聴取されることになっているが、

明日の調査会のやりとりについて、ＮＨＫはぜひ包み隠さず、報道していただきたい

と思っている。そもそも呼び出すということ自体が圧力だと感じる。何らの評論は要

らないと思うが、ぜひ、ストレートに報道していただきたい。 

 

（ＮＨＫ側） 

視聴番組のＮＨＫスペシャル「命と向きあう教室」は、子ども、その

親を含め、取材するのに大変な労力を要するもので、あれだけの数をよ

く取材したなと感じている。今日、ご指摘いただいた点は今後の番組づ

くりに生かしていきたい。 
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また、新年度が始まり、いろいろなドラマや新しい番組を放送してい

る。今日も多くのご意見をいただいたので、ぜひ現場に伝え、今後に生

かすようにしたい。 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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