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２０２１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、１８日(木)、ＮＨＫ仙台拠点放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、前回の番組審議会での答申を受け「２０２１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「２０２１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１０年」関連の放送番組も含め、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、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、４月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  坂田 裕一（ＮＰＯ法人いわてアートサポートセンター 理事長） 

副委員長  佐藤 美嶺（防災士） 

   委 員      丑田 香澄（一般社団法人ドゥーラ協会 理事) 

桂木 宣均（日本地下水開発（株）代表取締役社長） 

鷹山ひばり（七戸町立鷹山宇一記念美術館 館長） 

南條 和恵（仙台大学柔道部女子監督） 

         西内みなみ（桜の聖母短期大学 学長） 

         宮川 宏 （河北新報社 論説委員会副委員長） 

八代 浩久（東北電力（株） 取締役 常務執行役員） 

          

 

（主な発言） 

 

＜東日本大震災から１０年関連の放送番組および放送番組一般について＞ 

 

○  ２月１９日(金)の東北ココから「もっと市民と考える“あの日”」若者編は、東日

本大震災のときに小学生や高校生だった若者たちが、当時を振り返り現在の心境を語

り合う内容だった。大人は長く生きていることで悲しさやつらさと心の中で折り合い

をつけるすべが身につくこともあるが、子どもたちはそうしたすべを身につける前の

多感な時期にいきなり衝撃を受け、悲しさ、恐ろしさ、つらさなどと必死に向き合っ

て生きてきたのだと感じた。彼らのコメントを聞きながら、若い方たちに対する思い

が足りなかったのではと反省した。母親を津波で亡くした女性が、「１０年経って心
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境はどう変わりましたか」という質問に対して、絞り出すように途切れ途切れに話す

姿は痛ましく感じたが、津田喜章キャスターの「１０年経ったからといって特に変わ

る必要はないんですよ」との話を受けてのコメントが、その場の空気を優しく包んで

くれていて感動した。非常によい番組だったと思う。 

 

○  ２月２６日(金)の東北ココから「震災関連死 命はどうすれば守れたか」と３月７

日(日)の明日へつなげよう「“助かった命”を守るために～震災関連死 10 年の教訓～」

を見た。どちらも非常によい番組で、震災関連死の原因を多面的に捉えていてよかっ

た。しかし、「東北ココから」では負の側面を取り上げて番組が終わったのに対し、「明

日へつなげよう」では避難所の問題点をイタリアと比べて不備を指摘し、被災者の健

康問題の悪循環を断ち切るという一つの解決法を提示していたので、視聴後の気持ち

は両極端になった。できれば、「東北ココから」でも、一筋の希望のようなものを入

れていれば、少し救われた気持ちになったのではないか。「明日へつなげよう」に出

演していた新潟大学の榛沢和彦教授が「人間として普通に過ごせる避難所を」と話し

ていたが、一時避難と考えず、長い避難の第一歩と捉えるべきだと感じた。 

 

○  ３月５日(金)の東北ココから「宮城発地域ドラマ『ぺペロンチーノ』放送直前スペ

シャル」を見た。ドラマのメイキング映像を見て、俳優陣が豪華で期待も高まり、美

しい映像が印象に残った。こうしたメイキング番組では番組宣伝要素が強くＰＲ的な

口調が多いが、ナレーションを担当した森田茉里恵アナウンサーの口調がとても丁寧

で、感情を抑えつつ暗くなく非常に心地よく聞こえた。 

 

○  ３月５日(金)の東北ココから「宮城発地域ドラマ『ぺペロンチーノ』放送直前スペ

シャル」を見た。出演者や、地元の食材を使った料理への思いを知ることができドラ

マをより楽しめた。ただ、気になったのは、石巻在住の出演者を取材する際、主婦で

あることを強調し過ぎではないかと思った。インタビューに答える時も料理をしなが

らとか、セリフの練習する時も、食器洗いや洗濯物を畳みながらといったシーンがあ

り、少しわざとらしくも感じ違和感が残った。 

 

○  ３月６日(土)の花は咲くスペシャル「歌が紡いだ１０年の物語」(総合 後 3:35～

4:35)を見た。陸前高田に津波が来た時にビルの屋上の塔にしがみつき助かった父親

が娘にそのことを伝えたいとビルを震災伝承の施設として残したエピソードが歌詞

とともに印象的だった。また、番組では「花は咲く」を歌うのではなく歌詞を朗読す

るという形でも表現していた。言い方や間の取り方で、読み手の伝えたい思いが変わ

る中で、１０人の人が１つの詩を読んでいくのは大変だと思うが、朗読する歌詞がそ

れぞれの素直な言葉として聞こえてきて、番組で紹介する被災した方のエピソードと
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一緒になって心を打つ番組になっていた。中でも、西田敏行さんと富田望生さんの朗

読がよかった。震災から１０年の中で私たちが忘れてしまっていること、気づかずに

見過ごしてしまっていることがたくさんあると感じた。 

 

○  ３月６日(土)の 東日本大震災１０年 特集ドラマ「あなたのそばで明日が笑う」

(総合 後 7:30～8:42)を見た。阪神・淡路大震災と東日本大震災の大きな違いは、死

に目に会っているか否かが大きく、自分が知らないところで大切な人が亡くなってい

るだけでなく、生死が分からず、今も大切な人に会えていない人がいるということだ

と２つの大災害を取材し続けている方に聞いた事があったが、番組を見てまさにそれ

を感じた。主人公役の綾瀬はるかさんの夫が震災から行方不明で会えないことを、私

たちはどこかでもう亡くなったものだと思い込んでいるが、家族はまだまだ諦めない

気持ち、吹っ切れない気持ちが残っている。私たちはこの１０年でそういう思いで生

きている人たちのことを忘れてしまってはいないか、そうした方たちに寄り添った支

援活動をしてきたのか問われた気持ちで、泣きながら見た。ドラマの最後に「離れて

いても私のそばにいてくれますか」というせりふがあるが目の前にいる人に対してと

同時に、行方不明になった夫への言葉でもあると感じた。ドラマでは、無念さをどう

解決していくかということに、気持ちの中でいつまでもそばにいるという一つの道を

示してくれたと思った。私たちが忘れてしまっていることを思い出させてくれた番組

だった。 

 

○  ３月６日(土)の宮城発地域ドラマ「ペペロンチーノ」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後 10:30～11:30)

を見た。被災のその後が丁寧に描かれていて１０年間に思いをはせながら見ることが

できた。中でも「死ぬのが面倒だから生きてた」「強いねと言われるとそう振る舞わ

なきゃならないと思って」「死んだ仲間の分まで楽しむ義務がある」といったリアリ

ティーのあるセリフが印象的で、継続して取材をしてきた地元の放送局だからこそ作

れたドラマだと感じた。被災地での「１０年」の受け止め方は人それぞれだが、その

考え方を反映したような登場人物たちで、見る側もきっと誰かに共感できたのではな

いかと思う。また、地元の食材を使った料理がテーマのひとつで、華やかでおいしそ

うな料理と笑顔がドラマ全体を明るくしており、宮城の沿岸部に行ってみたいと多く

の人に思ってもらえたのではないか。あと、ドラマで流れるピアノの音楽は海の上の

キラキラしたところと海の中の両方を感じる不思議な旋律で、心の外側と内側のもや

もやした部分にもつながるようで、雰囲気とよく合っていた。たくさんの人に見てほ

しいと思う番組だった。 

 

○  ３月６日(土)の 東日本大震災１０年 特集ドラマ「あなたのそばで明日が笑う」

と宮城発地域ドラマ「ペペロンチーノ」、７日(日)のＮＨＫスペシャル「ドラマ 星
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影のワルツ」(総合 後 9:00～9:59)を見た。１０年は通過点に過ぎないが、その通過

点をどうやって生きていくのか、ドラマでは、主人公をはじめ登場人物それぞれが１

０年というタイミングを自分なりに何かのきっかけにしたいのだと感じた。同じよう

な思いを持つ被災者の方も多くいるのではないかと思うが、そうした方々にエールを

送り、背中を押す思いをドラマという形で表現したと感じた。特に、「あなたのそば

で明日が笑う」のせりふで「進む速度は人それぞれだから」とあったのが印象的だっ

た。また、「星影のワルツ」では主人公役の遠藤憲一さんの、津波が迫りくる際に奥

さんをきつく抱いて目に涙を浮かべる演技がすごいと思った。東京の身重の娘が福島

に助けに向かおうとし、止められる場面では、震災時に被災地のすぐそばにいながら

何もできなかった１０年前の無力感を思い出し、心に刺さった。３本のドラマとも、

言葉をしっかりと選び、人を決して傷つけず、寄り添うような優しい愛情にあふれ、

明日へのメッセージを感じたよいドラマだった。ただ、気になったのは「ペペロンチー

ノ」は牡鹿半島の港町が舞台だったが、地元の人との食事の場面で主人公がどんこの

肝和えを初めて食べたような場面があったが、地元に長く住む設定なのに少し違和感

があった。 

 

○  ３月６日(土)の宮城発地域ドラマ「ペペロンチーノ」と７日(日)のＮＨＫスペシャ

ル「ドラマ 星影のワルツ」を見た。「ペペロンチーノ」は、人それぞれに被災のス

トーリーがあることを感じ、感動した。また、「星影のワルツ」は実話に基づくドラ

マで、実際の救助された際のニュース映像からドラマに入っていく演出に想像がすご

く膨らんだ。震災の話題でもドラマならば若い人も見やすいと思い、こうしたやり方

で後世に震災のことを残していくという方法がよいと思った。 

 

○  ３月６日(土)の宮城発地域ドラマ「ペペロンチーノ」を見た。主人公の置かれた状

況や心理状態の変化、さらに立ち直りのきっかけを与えてくれた人たちとのエピソー

ドがうまく表現され、俳優の演技もすばらしく、クオリティーの高いドラマだった。

ウェブマガジン編集者役の女性が心の底からうれしそうに料理を食べる姿にふれて、

主人公が「被災者じゃなく料理人だ」と叫んだ瞬間に、本当の意味でシェフとして立

ち直った姿に感動した。実は主人公の妻が亡くなっていたと分かったときには虚をつ

かれた思いだったが、さまざまな場面で非常に見事に伏線が張り巡らされていたこと

に気づき、感心した。新型コロナウイルスの感染拡大の中で、出演者もスタッフも地

元の方々も、本当に大変だったと思うが、努力が見事に結実したドラマだった。 

 

○  ３月６日(土)の宮城発地域ドラマ「ペペロンチーノ」を見た。ドラマでは、オーデ

ィションで石巻の女性の方を起用していたが、地域で番組を作る際に地元の方を起用

することはとてもすばらしく、今後も続けてほしい。ＢＳプレミアムで夜１０時３０
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分からの放送という枠だったが、総合テレビやもっと多くの人が見られる時間帯で放

送してほしいと思った。 

 

○  ３月６日(土)の宮城発地域ドラマ「ペペロンチーノ」を見た。しみじみ温かい気持

ちになるストーリー展開や高い演技力で完成度の高い作品だった。特に印象に残った

のは登場人物のリアリティーで、乾杯と言う人もいれば、献杯と言う人もおり、震災

１０年のそれぞれの人物の感情や歩みなどの描き方がまるでドキュメンタリーのよ

うで、ＮＨＫだからこそ作れたドラマだと思った。舞台のレストランが新型コロナウ

イルス感染拡大下で客足が途絶えた状況なども、決して作り物ではなくて、今この現

実の中に「ペペロンチーノ」の登場人物たちの世界があるような気にさせられた。新

しいタイプのドラマを見せてもらった気持ちだ。 

 

○  ３月６日(土)のＮＨＫスペシャル「津波避難 何が生死を分けたのか」(総合 後

9:00～9:59)を見た。4,000 人もの詳細な行動パターン分析を積み重ねた説得力があり、

映像や当事者の声も絶妙なバランスで、情報と学びを届けるクオリティーの高い番組

だった。石巻の元校長先生が安心とされる場所を過信せずに行った率先避難で 300 名

以上の命を救った事例が印象的だった。実際の声で過信しないことや、避難第一とい

う、命を守るために大切なことを何度も伝えていたこともよかった。今後、教育機関

などでも、避難訓練とともにこうした番組を教材として使えるのではないか。また、

ＮＨＫの震災特集ホームページでも、どうすれば命を守る避難行動ができるのかを

もっと大きく掲載したらよいと思う。震災からの教訓を伝え続けてほしい。 

 

○  ３月６日(土)の「ＮＨＫスペシャル」を見た。「率先避難者」というキーワードを

軸にしており、生き残った方々の声を丁寧に取材、編集して、後世に伝えるべきワー

ドだというメッセージが強く伝わってきた。ＮＨＫの取材力や「発信力」「影響力」

が発揮された番組だった。 

 

○  ３月６日(土)の「ＮＨＫスペシャル」を見た。各地の津波の状況が映し出され、最

初から心をわしづかみにされた。4,000 人の避難データは貴重なもので、３Ｄシミュ

レーションを使った演出が分かりやすかった。声がけが避難に有効だという事実は、

少し意外だった。今まであまり重視されてこなかった避難につながる手法ではないか

と感じた。一方、堤防の存在が気を緩ませたことや指定された避難場所に逃げても多

くの人が亡くなった地域もあり、過去の安全が本当の安全とは限らないという問題提

起が心に刻まれた。番組を見て明確な回答はないかもしれないが、常に考えることの

重要性を教えられた。 
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○  ３月６日(土)のＥＴＶ特集「原発事故“最悪のシナリオ”～そのとき誰が命を懸け

るのか～」(Ｅﾃﾚ 後 11:00～翌前 0:29)は、東京電力福島第一原子力発電所の事故発

生直後から、官邸やアメリカ軍、自衛隊などが、それぞれ極秘で最悪のシナリオを作

成していたことを独自の取材で明らかにした番組だった。改めて１０年前の事実を知

り、もしかするともっと大変なことになっていたかもしれないと背筋が凍るような思

いがした。関係者の証言など驚く情報が多く、非常に見応えがあった。最後に当時の

自衛隊の幹部が「日本は最悪の状況を想定する思考や備えのための訓練をしていない。

それは今も何も変わっていない。このままだと同じことがまた起きる」と指摘してい

たのが印象的だった。 

 

○  ３月６日(土)のザ・ヒューマン「止まらない男～噺（はなし）家 柳家小三治」(Ｂ

Ｓ1  後 10:00～10:49)は、全国各地で公演を続ける小三治さんに密着したドキュメン

タリー番組でとてもよかった。両親が宮城県の出身ということで、「宮城は心のふる

さとだ」と語っていた。戦時中に宮城に疎開したときのエピソードが感動的だった。

幼かった小三治さんは１人で疎開させられたことで、両親に捨てられたと思い、預

かってくれたおばさんを「お母ちゃん」と呼んだ。すると仙台のことばで「あいよ」

と答えてくれたその温かさが忘れられないと話していた。おえつしながら語る小三治

さんの姿に胸が熱くなった。 

 

○  ３月１０日(水)のＮＨＫスペシャル「徹底検証“除染マネー”」を見た。このテー

マに焦点を当てたことを高く評価したい。独自資料と当事者の証言など、多角的な視

点でこれまでの経緯を説明し、課題を洗い出していて非常に分かりやすかった。元官

僚が当時のことを証言していたが、ここまで語っていいのかと思うほどだった。除染

をめぐるさまざまな問題について、国全体でどう向き合っていくべきか、きっかけを

提示してもらった。今後、エネルギー政策や個々人ができる取り組みなど、東北から

次なるエネルギーを考えるような番組も期待したいと思った。 

 

○  ３月１１日(木)のＮＨＫスペシャル「定点映像 １０年の記録～１００か所のカメ

ラが映した“復興”～」を興味深く見た。がれきの中に揚げられたこいのぼりへの思

いやずっと映っていたガソリンスタンドがなくなった理由など、映像の変化とあわせ

てそこで生活している人のエピソード描かれていた。映像に映った町が人の営みその

ものであることを実感できた。また、東京電力福島第一原子力発電所周辺の町も多く

取り上げられていたのが印象的だった。まだ一般の人がなかなかいくことのできない

地域も多く、そうした場所を取り上げることで私たちは知る機会が得られると感じ、

重要な事だと思った。番組の中で取材を続けてきたカメラマンの「無数の事実のわず

かな一部」ということばが印象的だった。これまで撮りためた定点映像をいかした番
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組をもっと見てみたいと感じた。 

 

○  ３月１１日(木)のＮＨＫスペシャル「定点映像 １０年の記録～１００か所のカメ

ラが映した“復興”～」を見た。長い時間をかけて、じっくりと誠実な仕事をしてい

たことがよく分かる番組だった。何がよかったのか、悪かったのかではなく真実を記

録として残しておくことが一番大事なことだと思った。多くの苦しいことやつらいこ

とを乗り越えて、番組で当時のことを語った人たちは、本当に勇気があると強く感じ

た。 

 

○  ３月１２日(金)の「被災地からの声 １０年のあゆみ」(総合 後 7:30～8:42 東北

地方)を見た。これまで番組に出演してくれた人たちと、過去の映像を振り返る内容

だった。東日本大震災当時、まだ幼かった子どもたちのコメントが非常に印象に残っ

た。当時はまだ物心がつくかどうかという時期なのに、彼らには大人たちが避難所で

復旧に取り組んでいる姿が印象に強く残っていて、大人を尊敬する気持ちを持ってい

るということだった。被災した人の取材は、距離の取り方や話の進め方がとても難し

いと思う。一つ間違うと単なる同情心に訴えるだけになるリスクもあると思う。今回

の番組は津田喜章アナウンサーの見事な進行で、淡々とした中にも今の状況がしっか

りと伝わってきた。 

 

○  ３月１３日（土）の５０ボイス「東日本大震災１０年の声」 (総合  後 06:05～06:44)

を見た。東日本大震災の話をしている中で、出演者が時々大きな声で笑ったり、冗談

を言ったりする場面があったが、あまりいい感情を持たなかった。もっと真摯（しん

し）に見られる、震災当時を思い起こし、心を新たにするような内容にしてほしいと

感じた。震災後に生まれた子どもたちが増えていく中、より誠実な記録を残してお

き、何年たっても見た人の心に残るような番組を制作していってほしい。 

 

○  ３月１３日(土)の「ありがとうを３．１１に伝えよう委員会」(総合 後 7:30～8:43)

を見た。司会進行を気仙沼市役所の職員や被災された方がしていて、被災地に寄り添

った進め方になっていたと思う。避難所にもなった神社にこたつを置いて作られた

セットは、堅苦しくなくアットホームな感じでよかった。お世話になった人に感謝状

を渡していく内容だが、ただ渡すだけではなく、これまでの苦労などを伝える映像が

ところどころに入り深みがあった。感謝状を読み上げる様子を聞いているだけで涙が

出てきた。番組を機に「ありがとう」を伝えることで、前に進めるきっかけになった

という人もいて、迷いながらも、ここから頑張ろうという気持ちになれる企画ですば

らしいと思った。 
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○  ３月１３日(土)のＮＨＫスペシャル「大震災と子どもたちの１０年 いま言葉にで

きること」は、大人の１０年と子どもの１０年の違いを教えてくれる番組だった。 岩

手県大槌町で１１歳のとき被災した男の子と釜石市で３歳の時に被災した女の子の

２人に主に焦点を当てていた。２１歳になった大槌町の男の子については、父親との

関係に悩む様子や地元の塗装会社に勤めるようになり、自分が誰かの役に立つことを

実感しながら変わっていく様子がよく伝わってきた。１３歳になった釜石市の女の子

は、自分の置かれた状況への戸惑いや義理の母への思いを抱えながら、語り部の活動

を通して成長していく様子が印象的だった。継続的な取材を通して、家族間ではどう

にもならない葛藤に風穴を開けられることが分かった。 

 

○  ３月１４日(日)の目撃！にっぽん「あなたの生きた町で～大槌町職員と遺族の１０

年～」を見た。津波の犠牲となった３９人の役場職員の最後を調べる取り組みが進む

中で、残された職員と遺族の思いを描いた番組だった。これまで取材を受けていた職

員が２月１３日に発生した大きな地震の後に、震災のことを考えたくなくなったと連

絡をしてくる場面もあり、生き残った職員たちの心理状態が心配だと感じた。それで

もできる限り、取材を続けていってほしいと思った。それが、次世代の防災につなが

ると思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  宮城発地域ドラマ「ペペロンチーノ」は、これまで主にド

キュメンタリー番組を制作してきたディレクターが担当した。

長年、被災地の取材をしていたので、それがドラマの中に生

かせたと思う。脚本家の一色伸幸さんや実力派の俳優が出演

してくれたこと、ロケ地となった石巻市や女川町の方々の協

力もあり、いいドラマにすることができた。ＮＨＫスペシャ

ル「津波避難 何が生死を分けたのか」は、避難行動について

徹底的に調査しほぼ１年間かけて制作した。ＮＨＫスペシャ

ル「定点映像 １０年の記録～１００か所のカメラが映した“復

興”～」は、福島の映像もふんだんに使い、定点映像から何

が見えるのかという点にこだわって制作した。東日本大震災

について、さまざまな番組で伝えたが、今後も伝え続けてい

きたいと思っている。 

 

ＮＨＫ仙台拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２１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)、ＮＨＫ仙台拠点放送局（ウェ

ブ開催）において、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「２０２１年度国内放送番組編集の基本計画」および「編成計画」

についての報告があった。引き続き、「２０２１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、放送番組一般も含めて活発に意見の交換を

行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、３月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  坂田 裕一（ＮＰＯ法人いわてアートサポートセンター 理事長） 

副委員長  佐藤 美嶺（防災士） 

   委 員      丑田 香澄（一般社団法人ドゥーラ協会 理事) 

桂木 宣均（日本地下水開発（株）代表取締役社長） 

佐藤勘三郎（（株）ホテル佐勘 代表取締役社長） 

鷹山ひばり（七戸町立鷹山宇一記念美術館 館長） 

南條 和恵（仙台大学柔道部女子監督） 

         西内みなみ（桜の聖母短期大学 学長） 

         宮川 宏 （河北新報社 論説委員会副委員長） 

八代 浩久（東北電力（株） 取締役 常務執行役員） 

          

（主な発言） 

 

＜「２０２１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＞ 

 

○  次期経営計画をふまえた編集の基本計画の中で特に、地域情報発信の時間や制作体

制について注目していたが、総合テレビの地域放送時間が３０分程度拡大するという

ことで安心した。また、「ＥＴＶ特集」や「ＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（た

ち）」といった、視聴者に考える機会を提供し、時代へ警鐘を鳴らすような番組が継

続されることには大変意義があると感じた。大河ドラマ「黄金の日日」が再び見られ

るのも感慨深い。 
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（ＮＨＫ側） 

  地域放送については、次期経営計画の策定や番組改定の議論

の中で、さらに力を入れていく方針となった。これまでも地域

放送では、多彩な番組を放送してきたが、新年度は一歩進んで、

クオリティーの高い１つのローカル番組をさまざまなチャンネ

ルで放送し、全国の視聴者に“届けきる”放送を展開する。「Ｅ

ＴＶ特集」についてもご意見をいただいたが、新年度は経営計

画に掲げた、新しいＮＨＫらしさの追求を意識した番組改定を

行い、予算や要員といった資源管理も適切に行いながら、視聴

率では測れない視聴者の評価も意識した放送に力を入れる。大

河ドラマのアンコールは、過去に放送した番組を最新の技術で

４Ｋのクオリティーに向上させ、再びご覧をいただく機会を作

りながらアーカイブス化していく。 

 

○  ２月１３日（土）に福島県沖で発生した最大震度６強の地震について、発生した瞬

間を中心にＮＨＫのニュースが東北各地でよく見られたということで、ＮＨＫが視聴

者に信頼されていることが改めて確認できた。安全・安心を守る情報については、引

き続き力を入れてほしい。また、今回の地震では、宮城県では激しい揺れによってテ

レビが倒れたり、破損した人も多かったと聞く。災害時はテレビが見られない人もい

ると思うので、ラジオやホームページなど、さまざまな手段で伝えていく努力も引き

続きお願いしたい。さらに、「コロナ後を見据え、日本と世界の課題に向き合う情報

を発信」については、非常に大切だと考えている。平時では目立たなかったさまざま

な問題が、新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに表面化したが、逆に今がそれ

らを解決するチャンスであるとも思っている。そのためにメディアの果たす役割は大

きく、この項目には力を入れていただきたい。加えて、Ｅテレの朝の番組を子どもた

ちの生活に合わせて放送時間を見直したのは、子育てをしている世代とっては大変あ

りがたい。字幕放送についても充実するということだが、聴覚障害のある方だけでな

く、周囲が騒がしい時などには、健常者も字幕を表示してテレビを見ることは日常で

もよくあることなので、該当番組が増えるのはとてもよいことだ。 

 

○  子どもや若者の生活時間を意識した番組改定を進めたことは評価したい。「おかあ

さんといっしょ」は、時間を早めることでより多くの視聴者に届くようになると思

う。ジャンル別の編成に取り組むとのことだが、例えば「チコちゃんに叱られる！」

は、「ＮＨＫスペシャル」など、ＮＨＫが持っているすばらしい素材を使って、子ど

も向けにも楽しめる番組になっている。これは教育的な面でもとても効果的だし、私

の周りでも子どもたちが喜んでいると聞く。単一なジャンルということではなく、こ
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のような“クロスジャンル”といった取り組みは、幅広い層にＮＨＫの上質なコンテ

ンツが行き渡る有効な手段であるため、今後も続けてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫ放送文化研究所の調査結果や視聴率データからも近

年、朝の時間帯の子ども番組の見られ方に変化があるというデ

ータが明らかになったため、Ｅテレは意識的に編成を見直し

た。また“クロスジャンル”という考え方は指摘の通りで、新

しい発想やコンテンツが生まれるときは、番組のコラボレーシ

ョンや、ジャンルを超えた番組の連携などが効果的なことがあ

る。制作者では気づかないアイデアもあると思うので、委員の

みなさまには、今後も審議会などを通じて指摘をいただけると

ありがたい。 

 

＜「２０２１年度 東北地方向け地域放送番組編集計画(案)」について-諮問-＞ 

 

○  ２月１３日（土）に福島県沖で発生した地震の際もＮＨＫの報道は客観的に事実を

伝えており、揺れの大きかった地域の視聴者や遠方に暮らすその関係者に必要な情報

が的確に伝わっていた。今後は一歩進んで、放送を見た視聴者の行動が変化したり、

災害への準備につなげたり、人々の行動変容に結びつく報道にも取り組んで欲しい。 

 

○  災害は復旧などが長引くことが多く、息の長い報道を続けることで、表面化してい

なかった問題が浮かび上がってくることもある。そのような視点も大切に、ＮＨＫな

らではの問題解決や検証を行う報道にも期待したい。また、現代は“分断と格差”の

問題が顕著になっている。首都圏と比べると、経済規模が決して大きくない東北なら

ではの分断と格差の問題もあるのではないか。大都市圏とは違った形で表れてくる東

北の分断と格差について、ぜひ取り上げていってほしい。さらに、世界遺産登録を目

指す「北海道、北東北の縄文遺跡群」についての話題は、北東北に留まらず、宮城県

にも縄文時代の遺跡があるため、広い視野でタイムリーに伝えることに期待したい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  災害報道にゴールはなく、今回の地震報道においてもいくつ

かの課題が残ったと思っている。例えば協定を結んでいる防災

士との連携などもできたかもしれない。視聴者の防災意識を高

め、いざという時に一人一人が命を守る行動につなげてもらう

ように促していくのがＮＨＫの災害に対する報道の役割の一つ
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と考えている。今後もテレビに限らず、ラジオやインターネッ

トも活用し、防災への意識が高まる報道に力をいれていきた

い。また、分断と格差の問題は日々の取材を通じて実感してい

る。このような難しい課題についてもしっかり取り上げていき

たい。さらに、縄文遺跡群の話題では、新たな歴史的背景の発

掘といった、視聴者の好奇心をくすぐる番組や企画などにも取

り組んでいきたい。 

 

○  諮問された「２０２１年度東北地方向け地域放送番組編集計画(案)」については、

委員の意見の趣旨が番組編成に生かされることを前提に、原案を可とし、答申をした

い。 

 

○  異議なし。 

 

（ＮＨＫ側） 

  答申を受け、このあと具体的な地域放送番組編成計画につい

て決定し、３月の審議会で編成計画についてご説明したい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １月２９日(金)の「あなたの一歩、教えてください」 (総合 後 7:30～8:42 東北地

方)は、視聴者から寄せられた投稿をもとに、新型コロナウイルスの感染拡大や、震

災から１０年たつ今だからこそ、一歩を踏み出そうとしている人たちのエピソードを

紹介した番組で、見ている人を前向きな気持ちにさせてくれた。はじめに紹介してい

た話題では、結婚式というものがお祝いの行事であると同時に、新郎新婦が育ててく

れた人たちに対して、感謝を伝える場でもあるということを改めて気づかせてくれ

た。また、最後のエピソードも震災が原因で長い間、ささやかな祝いのイベントです

ら行うべきか苦しんでいた女性が、母親の傘寿と娘の成人式をきっかけに、三世代で

の記念写真の撮影に踏み出せるようになった心の動きが丹念に描かれており、胸に迫

るものがあった。写真撮影に臨む３人の表情が心からの笑顔だったのがとても印象的

だった。俳優ののんさんらによる「明日があるさ」のエンディング曲も、一歩を踏み

出した人たちへの応援歌として元気をもらった。 

 

○  ２月５日（金）の東北ココから「あなたをひとりにしない～自殺対策最前線～」で

は、新型コロナウイルスの影響により、生活への不安やコミュニケーションの不足に

よって、自殺者が増えていると言われている背景を踏まえ、秋田県におけるさまざま
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な自殺防止の取り組みが紹介されていた。ＮＰＯ法人や大学生といった一般の人たち

の取り組みを伝えたことで、自分たちもできることから始めてみようという風潮が生

まれるきっかけを作る番組で、心を打たれた。一方、ゲストのコメントがＮＰＯ法人

についてのみに留まったのは少し残念で、行政の課題や支援などについても紹介すれ

ば、さらに議論が深まったのではないかと感じた。 

 

○  ２月５日(金)の「東北ココから」を見た。新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、

若年層や女性の自殺が増えている背景が丁寧に説明されており、問題に対する理解が

深まった。秋田の高校で全国でも珍しい、自殺をテーマにした授業の紹介や大学生と

高齢者のオンライン交流の取り組みなどが興味深く、関係するそれぞれの方の本音が

聞けたのが印象的だった。こうした取り組みがあることを、どうしたら孤立を感じて

いる人たちに届けられるかと考えはじめた方が身近にいる。放送がきっかけとなり問

題の解決に向けた一歩へ繋がっていることを実感した。番組を見て行動したいと考え

た視聴者が、情報にアクセスできる環境を整えることもＮＨＫの大きな役割だと思う。 

 

○  新型コロナウイルスの影響で女性の自殺が増加している問題が気になっていたた

め、２月５日(金)の「東北ココから」を注目して見た。現在は、世の中が極めて特殊

な状況にあるが、番組を見て、平時の備えが有事の際に役に立つということを改めて

認識した。福島県でも自殺防止に関して、高齢者の方が立ちあげた傾聴ボランティア

の取り組みに、大学生や行政にも参加してもらおうという動きがあるため、若者と高

齢者がデジタルを通じてつながり、それぞれを孤立させない取り組みが紹介されてい

た点は大変参考になった。高齢者とリモートで会話をするために、タブレットの使い

方を大学生が丁寧に説明するシーンがあったが、高齢者との具体的なつながりを作る

ツールやその使い方なども知りたくなる、示唆に富んだ番組だった。 

 

○  ２月５日(金)の「東北ココから」は、まずタイトルに引き込まれた。心をひかれる

タイトルは視聴のきっかけになると感じた。高齢者へのケアは、大学生にとってもよ

い影響を与える意義のある取り組みだと感心した。２月９日（火）のクローズアップ

現代＋「心中・仲良い家族がコロナ禍でなぜ？足跡▽残された人語る」を見た。新型

コロナウイルスの影響で父親が仕事を失い、心中を選ぶしかなかった家族の姿を見て、

やるせない気持ちになった。２つの番組は、日々のニュースだけでは伝えきれない深

層に迫ることで、心中に至った経緯や残された人間の思いなどを知ることができた。

支援をするというのは重い言葉だと感じたが、まず知ること、話を聞いてあげるだけ

でもいいというコメントを聞いて、自分なりに出来る事から始めることが大事だと気

付かされた番組だった。 
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○  ２月１２日（金）の東北ココから「あなたの町の映像アルバム～ふるさとを語りあ

おう～」は、町の歴史をたどる古い映像をその町で生きてきた人たちと一緒に見ると

いう演出が興味深かった。女川町と南三陸町の映像を見る人たちのリアクションが、

関係性や年層によってそれぞれ異なっており、ほほえましかった。番組を見て自宅に

残るアーカイブ映像を家族と見直してみようと思うような、心温まる番組だった。 

 

○  ２月１２日(金)の東北ココから「あなたの町の映像アルバム～ふるさとを語りあお

う～」は、過去の映像をそこに暮らしていた人たちと一緒に見る演出が効果的で、一

人一人のふるさとへの思いが伝わってくる番組だった。印象的なシーンが多かったが、

中でも「震災から１０年だけれど、私にとってはその前の５０年もあるんだ」という

言葉が心に残った。また、昔の映像のため、視聴したのは高齢者が中心だったが、１

人、高校生にも参加してもらったことで映像を見る目線や番組に広がりが出た。町の

歴史が、スーパーなどを用いてわかりやすく解説されており、他の町の映像も見てみ

たいと思わせてくれる番組だった。 

 

○  ２月１２日(金)の東北ココから「あなたの町の映像アルバム～ふるさとを語りあお

う～」を見た。余計な解説もなく、映像を見る地域の人たちの素直な気持ちが前に出

るような飾らない演出がよかった。さらに、アーカイブス映像が地域のコミュニティ

ー作りや伝統、文化、歴史を伝える“公共文化財”あるという認識をさらに深めた。

ＮＨＫが保管するアーカイブス映像は充実していると思うので、このような貴重な映

像資料をさらに有効に活用できないかと感じる番組だった。 

 

○  「はまなかあいづＴＯＤＡＹ」で新たに導入したバーチャルスタジオは、福島の自

然や夜景がきれいに映っており、大変効果的に活用されている。また、福島放送局と

在福民放４局が連携して、アナウンサーやキャスターが放送局の垣根を越えて、互い

の番組に出演する企画はさらに発展させ、災害など有事の際にも同様の取り組みが実

施できればよいと感じた。 

 

○  １月２５日（月）の逆転人生「貧困の連鎖を絶て！西成高校の挑戦」は、再現ドラ

マの演出も見やすく、また、それ以上に本人が出演するドキュメンタリーのシーンに

迫力があり、圧倒される内容だった。当時、教頭を務めていた方の発言が生きた教育

を如実に表していた。さらにスタジオゲストで、自身も幼少期に貧困に苦しんだとい

う、企業経営者の前田裕二さんの発言も番組を盛り上げていた。本当の意味で生徒に

寄り添った学校の姿が描かれた番組で、何度も再放送してほしい内容だった。 

 

○  １月２８日(木)の「ニュース シブ５時」を見た。「花は咲く」を作詞した、宮城
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県出身の映画監督、岩井俊二さんの「この歌は、役割が終わる日が早く来ればいいと

思って震災直後に作ったが、１０年たってもまだ役割は終えてない」という言葉が胸

に刺さった。震災から１０年の月日を自分の人生と重ながら見ることができる、心に

残るインタビューだった。あわせて、随時放送している朗読版の「花は咲く２０２１」

も見た。特に被災地出身の出演者の朗読が心に刺さった。 

 

○  ２月３日(水)のクローズアップ現代＋「コロナ禍の高校生～ルポ“課題集中校”

～」を見た。学校でのさまざまな問題行動や複雑な家庭環境に驚きを隠せなかった

が、「この現状を知ってほしいから取材を受けた」という先生方の思いが伝わる番組

だった。これまで教育の場と捉えられていた学校が、福祉の役割も果たしているとい

う現状について、今回のような番組や報道を続けることで、行政も認識し、社会全体

が次世代をどのように守り育てていくかについて考える、社会的なムーブメントを作

っていってほしい。 

 

○  ２月８日(月)のあさイチ「シェア旅 冬の山形を満喫！」(総合 前 8:15～8:55)と

お昼の「うまいッ！「震災 10 年 SP (1)山形で醸す!福島の日本酒〜山形・長井市〜」

を見た。山形県の話題を１日で２つの番組を通じて全国に向けて紹介していてうれし

い気持ちになった。「あさイチ」については、山形局のスタジオからリモートでの参

加が影響してか、東京のスタジオと温度差がありテンポがかみ合っていないように見

えたが、反対にそれがほほえましくも感じた。 

 

○  ２月８日(月)のうまいッ！「震災 10 年 SP (1)山形で醸す!福島の日本酒〜山形・長

井市〜」を見た。東日本大震災による津波の影響で、福島県の浪江町から山形県の長

井市に避難した杜氏の方が、気候や水質がまったく異なる環境でお酒造りに奮闘する

姿が描かれていた。奇跡的に浪江町で震災の被害を免れた酵母をタンクに注ぐ時の杜

氏さんの表情が印象的で、胸が熱くなった。この杜氏さんが「２つのふるさとに愛さ

れる酒を作りたい」と締めくくったことがうれしかったことに加えて、１０年という

月日は、避難先を「ふるさと」と呼べるようになる年月であるということを実感させ

られた。避難先で工夫を重ね、お客さんが「浪江の時の味になっている」と言ってく

れたお酒を、スタジオで出演者が料理とともにおいしそうに味わっている姿を見て、

ぜひこのお酒を飲んでみたいと思わせてくれる番組だった。 

 

○  ２月１１日(木)のツギツギ！～世界は案外つながってる！！～「はやぶさ２と温泉

カピバラがつながる！？」(総合 後 8:15～8:45)を見た。仮説を立証する番組で、半

ばこじつけにも感じた部分もあったが、まったく関係ないもの同士が結びつく過程に

は、人と人のつながりが欠かせないということを教えてくれたという意味では非常に
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おもしろい番組だった。アニメーションとリモートで構成された、新型コロナウイル

スの感染拡大下における、実験的で野心的な番組で興味深かった。続編に期待したい。 

 

○  ２月１４日(日)の青天を衝（つ）け（１）「栄一、目覚める」を見た。主人公の渋

沢栄一については、明治の実業家として活躍したという史実以外、人物像はあまり知

られていないので、内面を含めてどのような人間だったかについて、ドラマを通じて

ひも解いていくのを楽しみにしている。初回は特に、子役たちが生き生きしているの

が印象的だった。子どもの素直な演技には、こんなにも説得力があるのだと感心し

た。主役を演じる吉沢亮さんのさわやかな印象が、日本における資本主義の父とも言

われる渋沢栄一の強いリーダーシップや個性をどのように演じていくのか。期待と不

安が入り混じった気持ちで見ていきたい。 

 

○  ２月７日（日）の日曜美術館特別アンコール「疫病を越えて 人間は何を描いてき

たか」は、今見る価値があるタイムリーなアンコール放送だった。日本と西洋におけ

る疫病の姿を美術という側面から丁寧に伝え、民衆がどのように疫病を克服してきた

かをつぶさに描いていた。本放送は２０２０年の４月１９日だったが、アマビエのこ

とも早い時点できちんと調べて描いていたＮＨＫの取材力にも驚かされた。 

 

○  地震報道に関して発生の翌日に、山形局の羽隅将一アナウンサーが勤務経験のある

福島局のスタジオからニュースを伝えていたのには感心した。東日本大震災の経験が

活かされたのか、危機管理体制や応援体制が十分、機能していると感じた。一つ残念

だったのが、今回の地震で東北新幹線が運休になった区間をコメントと文字で報道し

ていたが、地図も使って伝えると、見ている人の理解がより深まったと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  地震発生直後から福島県の被害が大きいと判断し、羽隅アナ

ウンサーには、山形県からバスを乗り継いで福島局に応援に入

ってもらった。新型コロナウイルスの影響で、東京からの応援

者が限られることもあり、速やかに行動に移せた。 

 

○  テレビのニュースで、新型コロナウイルスの感染者が増加していることへの意見を

聞く街頭インタビューを渋谷駅で行っていたが、まずは、どうして非常事態宣言の最

中に渋谷駅に来ているのかについて聞いてほしかった。また、東日本大震災につい

て、「１０年の節目」という表現を聞くことがあるが、１０年を節目と思っていない

被災者もいる。アナウンサーやインタビュアーは、取材対象の立場や気持ちになって

質問をしてほしい。 
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（ＮＨＫ側） 

  インタビューにおいては、取材相手と視聴者の気持ちに寄り

添うことが大切だと考えている。特に震災に関しては、深い傷

を抱える人に質問をするため、１０周年や１０年目という言い

方は避けるようにしており、ＮＨＫでは、「震災１０年」という

表現にしている。一方、アナウンサーは時には、事実を客観的

に伝えるにだけ限らず、いかに人々の心に寄り添える表現で伝

えられるかということについても研究している。 

 

○  ２月１３日（土）に発生した福島県沖の地震では、自分自身も東日本大震災の教訓

を忘れてしまった部分があったのか、揺れている最中に震災の時と同じような行動を

とってしまった。１０年という歳月が非常時の行動の記憶を薄れさせてしまっている

と強く実感した。今後も震災の記憶や、防災・減災に必要な行動について忘れること

のないよう伝え続けてほしい。 

 

ＮＨＫ仙台拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２１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仙台拠点放送局におい

て、１０人の委員が出席して開かれた。 

議事に先立ち、神田仙台局長から「ＮＨＫ経営計画 2021-2023 年度」の概要について

の説明があった後、議事に入った。 

会議では、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、２月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  坂田 裕一（ＮＰＯ法人いわてアートサポートセンター 理事長） 

副委員長  佐藤 美嶺（防災士） 

   委 員      丑田 香澄（一般社団法人ドゥーラ協会 理事) 

桂木 宣均（日本地下水開発（株）代表取締役社長） 

佐藤勘三郎（（株）ホテル佐勘 代表取締役社長） 

鷹山ひばり（七戸町立鷹山宇一記念美術館 館長） 

南條 和恵（仙台大学柔道部女子監督） 

         西内みなみ（桜の聖母短期大学 学長） 

         宮川 宏 （河北新報社 論説委員会副委員長） 

八代 浩久（東北電力（株） 取締役 常務執行役員） 

          

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月２８日(月)のふるさと発見！８Ｋタイムラプス「東北編」(総合 後 6:10～

6:35 東北地方除く山形県、青森県)を見た。一定間隔で撮影した写真をつなぎ合わせ

て動画にするタイムラプスは、通常の映像とは全く感覚が違い、８ミリフィルムを再

生したときに似ていて懐かしさを感じた。特に動かない山や城と動きのある雲や日の

光を対比しながら、東北の四季折々の光景を味わえるところがとてもよかった。ナビ

ゲーターの青森県出身の木野花さんと秋田県出身の生駒里奈さんのコメントは、映像

の邪魔にならず心地よかった。ただ、自然の映像に人間が入ると動きが不自然に見え

てしまい残念だった。大変いい番組だったので、続編を期待している。 
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○  １月８日(金)の東北ココから「思いをこめタスキをつなぐ ドキュメント全国高校

駅伝」を見た。新型コロナウイルスの影響下での駅伝の開催は大変だったと思う。表

に出ない裏方の方の努力があったからこそ開催できたと思う。去年の大会で優勝した

仙台育英高校の選手たちの様子を中心に描いていた。選手から選手へタスキが渡され

る際、背中をそっと押すシーンがあったが、次に走っていく選手にとって大きな力に

なったと思う。出場している選手たちは、東日本大震災が発生した１０年前、どこで

何をしていたのだろうか、どんな思いで今このタスキをかけて走っているのだろうか

と思いをはせながら見た。走っていて苦しいとき、震災の苦しさや亡くなった方、今

まで助けてくれた人のことを思い出しながら駅伝に臨んでいたのではないかと思っ

た。 

 

○  １月１５日（金）の東北ココからスペシャル「緊急事態宣言 東北の感染拡大を防

げ」(総合 後 7:30～8:15 東北地方)を見た。専門家が、リモートで出演する演出だっ

たが、画像や音声がきれいで見やすかった。また、ゲストがどんな専門分野の方で、

新型コロナウイルスの対策にどのように携わっているのか、コメントやテロップで説

明があり、より信頼して視聴できた人も多かったと思う。新型コロナウイルス関連の

ニュースは、東京など感染者の多い地域の話題が多く、東北の感染者はそれよりは少

ないのでまだいいほうだと捉えがちではないか。今回は、東北に焦点を当てて６つの

指標の数値を出していたが、東京とさほど変わらないデータもあった。はっきり数値

で示されたので、緊急事態宣言は出ていない東北も安心していられるレベルではない

ことが分かった。岩手医科大学の櫻井滋教授の「生きるために、いつもどおり平常心

で基本を大切に、ルールを守って」と呼びかけていたことばが印象に残った。東北医

科薬科大学の賀来満夫特任教授は、穏やかな表情で、ゆっくりと話していて、落ち着

いて行動すれば大丈夫だという安心感を与えていた。司会のアナウンサーが慌ただし

い口調に聞こえる部分があり少し残念だった。 

 

○  １月１５日（金）の「東北ココからスペシャル」は、とてもタイムリーな内容でよ

かった。きちんとマスクをすることをお互いに確認しあうことや、気が緩んで顔なじ

みで集まる機会も多くなっていた時期に改めて注意喚起を促すことは、大変重要だと

感じた。４人の専門家の徹底解説もとてもよかった。４分割の画面に専門家の男性が

並ぶシーンが何度かあったが、新しい情報はなく、若い世代がチャンネルを変えてし

まうのではないかと思った。感染拡大防止の基本を確認できる意義深い番組だったが、

その情報を若い世代にどう届けるのかという点ももう少し工夫が必要だと感じた。東

北から新しい視点の情報を発信していければさらによいものになると感じた。 

 

○  １月１５日（金）の「東北ココからスペシャル」を見た。新型コロナウイルスの感
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染者が多い東京や関東地方の話題が多い中で、東北独自の情報を取り上げたこの番組

はとてもありがたかった。身近に危機が迫っていることをリアルに感じさせてくれた

と思う。岩手県や山形県、福島県で、感染者の致死率が高くなっていると紹介があっ

た。高齢者施設などでクラスターが発生したことなどが要因だが、特に弱い立場の高

齢者をどう守るか、命の問題につながっている実態がよく分かった。福島県医師会の

星北斗副会長が、感染拡大を防ぐために今必要なことについて、「もしかしたら自分

も感染しているかもしれない。相手も感染しているかもしれない。そう思って行動す

ることが大切だ」ということばに共感した。 

 

○  １月１５日（金）の「東北ココからスペシャル」を見た。最前線で新型コロナウイ

ルスに対応している専門家がゲストに出ていて危機感がよく伝わる番組だった。冒頭

で、いつも穏やかな賀来特任教授が「会食などは控えていただきたいです」と厳しい

口調で話していてインパクトがあり、緊張感を持って見られた。ステージ４の６つの

指標についても、丁寧に説明されていたので理解しやすかった。去年の春頃は、分か

らないことばかりで、むやみに不安をあおられることも多かったが、今はやるべきこ

とがはっきり分かっている。その中で気の緩みも出てきている状況で、危機感を上げ

ないと一人一人の行動に結びつけるのは難しいと番組を見て感じた。影響力の大きい

番組だったと思う。 

 

○  １月１５日（金）の「東北ココからスペシャル」を見た。東北の中でも、各県で状

況が違うので、それぞれの現状が分かる内容でよかったと思う。専門家が４人出て話

しをしていたが、同じような話にしかならない危険性もあると感じた。もう少し違っ

た視点から感染拡大を語れる専門家を呼ぶことも検討してもよかったのではないか。

司会のアナウンサーがバインダーを持って内容を見ながら進行していたが、せわしな

く見えた。バインダーを置ける机を用意しておけば、もう少し落ち着いて見えたと思

う。 

 

○  １月１５日（金）の「東北ココからスペシャル」を見た。専門家の解説や綿密なデー

タで整理された情報を提示していて、非常に分かりやすい番組だった。放送時間中に

視聴者から質問を受け付けていたが、どれくらいきたのか。届いた質問の紙を読み上

げるような演出があまり見えなかったので、もともと来ていた質問を紹介しているよ

うに見えて、臨場感に欠けていたと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  視聴者からの質問は、450 件ほど寄せられた。冒頭に紹介

した質問は、事前にきたものだったが、途中からは放送中に
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届いた質問に答える形にしていた。宮城、福島、岩手で感染

者が増えている中で、さまざまな視点からの専門家のコメン

トを紹介しながら、東北ならではの分析ができたことはよ

かったと思っている。 

 

○  １月１日(金)のＮＨＫスペシャル「三千万年の旅 列島誕生ジオ・ジャパン」(総

合 後 7:20～8:33)を見た。3,000 万年の日本列島の誕生を 365 日の日めくりカレン

ダーにして伝えるという切り口がとてもよかった。また、列島誕生の謎を解き明かす

ための証拠が、今の日本列島の自然風景の中にたくさん残っていて、それをきちんと

検証し丁寧に説明されていて、理解しやすかった。ただ、案内役の語り口が、大げさ

過ぎだと感じた。もう少し自然に、抑制された語りでもよかったのではないか。 

 

○  １月９日(土)のＮＨＫスペシャル ２０３０年（１）「暴走する温暖化“脱炭素”

への挑戦」を見た。地球温暖化について、ＣＧでリアルに表現されたインパクトのあ

る 2100 年の東京の姿に危機感を感じた。温暖化は、山火事、洪水、台風、永久凍土

の融解などを引き起こすことを具体的な数字で知ることができて勉強になった。台風

被害と温暖化の因果関係については驚くものがあったが、遠回しの説明で分かりにく

い部分もあった。私たちの生活に直結する部分なので、イラストやＣＧなどで、もう

少し丁寧に説明があってもよかったと感じた。そのほかの北極の氷が解けて、温暖化

が加速するという説明は、記憶に残りやすい、いい説明だったと感じた。この番組を

見て、ＳＤＧｓに興味を持つ人も多かったと思う。日本が具体策を出して動き始める

タイミングで国民の問題意識を上げる番組を放送したことは大きな意義があったと

思う。 

 

○  １月３日(日)のＢＳ１スペシャル「グリーンリカバリーをめざせ！ビジネス界が挑

む脱炭素」(BSP 後 10:00～10:49)と１月９日(土)の「ＮＨＫスペシャル」を見た。２

つの番組全体を通して、現在、世界が直面している環境問題や地球温暖化、気候変動、

脱酸素などについてよくわかる内容でとてもよかったと思う。「ＢＳ１スペシャル」

は、さまざまな企業の事例が紹介されて興味深かった。慶応大学の安宅和人教授の「日

本は国全体、知識層、産業界、全てで危機感が足りない」という指摘に共感した。「Ｎ

ＨＫスペシャル」では、石炭火力発電の全廃を決めたヨーロッパ各地で雇用が失われ

ると労働者の抗議が相次いだと紹介されたが、新しい社会、システムに移行して、痛

みを吸収していく、誰も置き去りにしないという姿勢が強調されていたのが興味深

かった。俳優の森七菜さんが出演し、俳優の中村蒼さんが語りを担当していて、とて

も豪華だと思った。若い人にも見てもらえる作りになっていると思うが、視聴率には

どのくらい貢献しているのか気になった。未来への分岐点ということで、今後もさま
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ざまな角度から視聴者に問題を提起するような番組を期待している。 

 

○  １２月２９日(火)の「このドキュメンタリーがヤバい！２０２０」(総合 後 1:05

～3:00)を見た。選りすぐりのドキュメンタリーを紹介し、その舞台裏も伝わる内容

でよかった。さらに紹介された番組の一部が再放送されて、ＮＨＫプラスでも見られ

るようになっている。番組だけで終わらず、インターネットの利用にもつなげる企画

でとてもよかった。 

 

○  １２月３０日(水)の「アーヤと魔女」(総合 後 7:30～8:52)を見た。子どもから大

人まで家族で楽しめる番組を年末に放送したことは大変よかったと思う。愛らしい

キャラクターやストーリーに引き込まれて、年末にすてきな番組のプレゼントをも

らった気がした。 

 

○  第７１回ＮＨＫ紅白歌合戦「今こそ歌おう みんなでエール」を見た。新型コロナ

ウイルスの影響で、無観客での放送だったが、さまざまな工夫がされていてとてもよ

かった。出演者をリレーのようにつないで紹介していく演出や若い世代にも人気の２

人組ユニットＹＯＡＳＯＢＩが中継で出演するなど、印象に残るような内容だった。

出演者、司会者の人選もすばらしく、さまざまな場所や映像をフル活用したチャレン

ジングな内容だったと思う。 

 

○  １月９日(土)の“イマジン”は生きている ジョンとヨーコからのメッセージ「奇

跡の名曲誕生秘話」(総合  後 4:05～5:04)は、非常に印象的な番組だった。新型コロ

ナウイルスの影響が広がる中で、「イマジン」は世界中で歌われている。愛と平和の

メッセージを歌い続けたジョン・レノンの生き方とそれが今も生きていることがよく

伝わる番組だったと思う。 

 

○  １月１８日(月)のうまいッ！「パリパリ！スモーキー！いぶりがっこ～秋田・湯沢

市～」を見た。いぶし方の意味、職人技などを伝えていて、驚きの連続で大変勉強に

なった。生産工程などを知ると、今後の味わい方も変わると思った。浅田春奈アナウン

サーのリポートもよかった。 

 

○  １２月１２日(土)の【土曜ドラマ】ノースライト（前編）「消えた家族」と１９日(後

編)「夢みた家」(総合 後 9:00～10:13)を見た。ミステリーでありながら、家、家族、

人生の再出発という普遍的なテーマが見る者に迫ってきた。ドラマの中に出てくる重

要なＹ邸という建物をセットとして実際に建てていたが、このセットなくしてドラマ

は成功しなかっただろうと思う。特に、大きな窓から見える浅間山を望む景色はＣＧ
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かと思うぐらいの美しさだった。また、作中に出てくるタウトの椅子や画家藤宮春子

の作品など、細部まで非常につくり込んでおり美術が非常にすばらしかった。タイト

ル同様に、照明も淡い光で抑えぎみなのが通奏低音のような形で全体を支配しており

非常に効果的だった。ＮＨＫのドラマづくりの力量が発揮されていた。 

 

○  １２月２８日(月)「岸部露伴は動かない」(総合 後 10:00～10:49)を見た。原作が

漫画で表現的にも攻めた作品を映像化したことや、俳優の方々の味のある演技力もす

ばらしく非常に面白かった。実写化作品は評価が分かれがちだが、多くの視聴者の圧

倒的な高評価にも納得のいく内容だった。普段ＮＨＫを視聴しない層からも話題に

なったドラマであり、続編もぜひ制作して欲しい。 

 

○  １月２日(土)【正月時代劇】ライジング若冲「天才かく覚醒せり」(総合 後 7:20

～8:35)を見た。伊藤若冲の評伝劇というだけではなく、円山応挙や当時活躍した美

術家、文化人の世界を描いており勉強になった。評伝劇は単調になりがちだが、この

ドラマでは若冲を演じた中村七之助さんの色気が際立っていた。七之助さんの演じる

若冲の「死ぬまで私のそばにいてほしい」というせりふの色っぽさとまなざしの妖し

さを、ぞくっとして見た。 

 

○  １月１６日(土)の「秋田地域発ドラマ 金色の海」(BSP 後 10:30～11:29)を見た。

圧倒的な映像の美しさ、風景、音、色もすばらしかった。秋田の自然の壮大さや人の

温かさがよく伝わるドラマであった。また、大潟村の歴史を学ぶきっかけにもなり、

東北愛が深まった。主人公を演じた岸井ゆきのさんの配役はぴったりとはまっていた。

新型コロナウイルスの感染拡大下で、思うように活動できない焦りも感じる中、少し

開き直ってゆっくりすることを楽しんでみようという気持ちだったが、ドラマで描か

れる情景に心が重ねやすく、ゆったりした気分になって見ることができた。 

 

○  １月１６日(土)の「秋田地域発ドラマ 金色の海」を見た。新型コロナウイルスの

感染症対策をしながらの制作は苦労もあったと思うが、ステイホームの時期に秋田の

魅力や美しさを全国に伝えることができ、大変うれしい気持ちになった。コンバイン

乗車中に見える大潟村の圧倒的な田園風景、金色の海を眺めるように撮影したド

ローンの映像は「美しい」と声に出てしまうほどだった。地元の歴史を語ることがで

きる入植者の方たちに大潟村を舞台にしたドラマを見ていただけてよかった。当時の

映像も使いつつ、ストーリーを楽しみながら同時に歴史が分かる作品になっていた。

夫婦別々の場所で支え合い生きていく結末のように、人生の価値観は全て一致するこ

とはあり得ない。だからこそ違いを楽しもうというメッセージが役者の演技力や音楽

に乗せて視聴者に届いたと思う。ＢＳプレミアムやＮＨＫオンデマンドで見られるが、
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こうした地方発のドラマこそ地上波でも広く全国に放送してほしい。 

 

○  １月１６日(土)の「秋田地域発ドラマ 金色の海」を見た。新型コロナウイルス感

染拡大の中で、移動が思うように出来ない中、黄金の稲穂に吹く風がこちらまで届く

ような清涼感を感じられるドラマだった。知識としては大潟村の干拓の問題や減反政

策について知っていたが、ドラマで表現されることで国の政策に翻弄された地域のひ

ずみや憤りにも共感できた。圧倒的な大自然の中で営む人々の暮らしの様子も伝わっ

てきた。作中の「人間暗くなったら眠って、明るくなったら起きる」「この田舎の噂

の速度は５Ｇだが、 稲刈りが終わる頃にはみんな忘れている」「現状維持がどんなに

たいへんなことか」等のせりふは、東北人として共感できる部分が多かった。主人公

の、「私は何でここいるのか」という問いに出した答えは「理由はいらない、居たい

からいる」で、そのメッセージには非常に深い意味があると感じた。 

 

○  １月１６日(土)の「秋田地域発ドラマ 金色の海」を見た。黄金色に輝く田んぼの

映像がとにかくきれいで、一番印象に残った。また、テーマ曲が主張し過ぎず、風景

に溶け込んでおり、曲とともに大潟村の心地よい風が吹いてくるように感じた。大潟

村の干拓の歴史について、ドラマの中で、人々の思いとともに知ることができよかっ

た。主人公役の岸井ゆきのさんがかわいらしく、「金色の海」のタイトルのように黄

色がどこかに入った洋服を着ていて画面が華やぐように感じられた。秋田ことばも、

言っていることがちゃんと分かる絶妙なさじ加減で、地元出身の俳優を生かしている

と思った。夫婦で仲よく頑張るというストーリーではなかったことで、人とのつなが

りや、農業の魅力を主人公の目線で感じることができた。県内外の人ともに、大潟村

の魅力を感じることができるドラマだった。 

 

○  １月１６日(土)の「秋田地域発ドラマ 金色の海」を見た。広大な田んぼと風にそ

よぐ稲穂、風の音、主人公が見あげる木漏れ日の映像でも大潟村が持つ魅力が伝わっ

た。ドラマで重要な位置を占めたハチロウボーイズというバンドの、モデルとなった

実在のバンドについてはあまり知られておらず、こうした地域の隠れた魅力を発信す

ることにも、地域ドラマをつくる意義があると思った。ただ、減反をするかどうかで

生産者間の対立がありつつも音楽が絆をつないでいたという部分の紹介が登場人物

のせりふだけで簡単に終わってしまったのが残念だった。別の表現もあれば深みが出

たのではないか。 

 

○  １月１６日(土)の「秋田地域発ドラマ 金色の海」を見た。主人公演じる岸井ゆき

のさんが、大潟村に来て変わっていく様子、心情を見事に表現していた。タイトルも

「金色の海」で、海はあらゆる生命の源でもある。主人公の気持ちが再生し新しく生
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まれ変わっていくという意味合いでも非常にいいタイトルだったと思う。 

 

○  １月１６日(土)の「秋田地域発ドラマ 金色の海」を見た。風景など穏やかな秋田

の魅力が描かれていて、面白かった。ただ、大潟村が国策によって翻弄され生きてき

た部分をもう少しドキュメンタリータッチで入れて深く描いてもらえると、歴史も踏

まえた上で見ることが出来て、よかったのではないか。 

 

○  １月１６日(土)の「秋田地域発ドラマ 金色の海」を見た。描きがちな都会と地方

の対立や、価値観の相違というテーマではなく、なぜここにいるのだろうという主人

公の問いかけは、共通の課題、悩みとして見ることができた。選んだ場所がふるさと

になるという結び方で、自分に引き寄せられている運命を生きようとする主人公の姿

が丁寧に描かれておりよかった。また、国の施策による干拓に、夢を持って多くの人

が大潟村に集まってきて、そこで現実とのギャップで対立したり、同じ開拓の同志で

ありながらたもとを分かつつらい体験があったことをさりげなく取り上げている。

もっと深く描いて欲しいという声もあるかと思うが、主人公のいる家のおばあちゃん

が最後に、亡くなった旦那さんの遺影を持ち仲間の演奏を聴く場面では、同志の絆を

感じることができた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  大潟村という舞台の持つ歴史、国策に翻弄された人たちと

いう影の部分を、どこまで盛り込むかについては相当議論を

した。最終的には、現代を生きる若い女性に重ね合わせ、彼

女がいろいろな歴史も乗り越えてきた土地だからこそ、そこ

に育まれて人生を新しく立ち上げていく舞台になり得る、と

いう描き方となった。秋田という土地の持つ、単なる地方の

いいところというだけではない深みなど、複雑さも含めて伝

わればうれしいと思っていた。音楽については、わざとらし

い感じではなくて、見ている方々の心情次第で、それに寄り

添える音楽をつくってほしいというリクエストで新進気鋭の

アーティストに依頼した。実際に大潟村まで来てもらい自然

の中で創作意欲、着想を広げながらつくったという音楽だっ

た。 

 

○  １月２日(土)の「１００分 de 萩尾望都」(E ﾃﾚ 後 9:30～11:10)を見た。番組のラ

ウンドテーブルが完全に萩尾望都の世界にデコレーションされていて、ファンにはた

まらない番組構成だった。萩尾望都の作品の世界観が実は科学万能主義に対する抵抗
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だったとか、生産至上主義に対するアンチテーゼを出していたなど、エンターテイン

メントとして楽しんでいた漫画の世界にすごく深く広いメッセージがあったのかと

いう発見があった。 

 

○  １２月３１日のＢＳプレミアムシネマをみた。ミュージカル映画の特集で、新型コ

ロナウイルス感染拡大が続く中で忘年会も難しいうつうつとした日々の中、「ウエス

ト・サイド・ストーリー」「マイ・フェア・レディ」「踊るマハラジャ」の３本の連続

放送をうれしく感じた。できれば、「サウンド・オブ・ミュージック」もラインナッ

プに入ると、かつてのミュージカルベストとしてより楽しめたのではないか。 

 

ＮＨＫ仙台拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０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仙台拠点放送局にお

いて、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、東北ココから「災害多発 あなたのまちをどう守る？～求められる

“生きた災害支援協定”～」も含め、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、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  坂田 裕一（ＮＰＯ法人いわてアートサポートセンター 理事長） 

副委員長  佐藤 美嶺（防災士） 

   委 員      丑田 香澄（一般社団法人ドゥーラ協会 理事) 

桂木 宣均（日本地下水開発（株）代表取締役社長） 

佐藤勘三郎（（株）ホテル佐勘 代表取締役社長） 

鷹山ひばり（七戸町立鷹山宇一記念美術館 館長） 

南條 和恵（仙台大学柔道部女子監督） 

         西内みなみ（桜の聖母短期大学 学長） 

         宮川 宏 （河北新報社 論説委員会副委員長） 

八代 浩久（東北電力（株） 取締役 常務執行役員） 

          

（主な発言） 

 

＜東北ココから「災害多発 あなたのまちをどう守る？ 

～求められる“生きた災害支援協定”～」（総合 １２月４日(金)放送）について＞ 

 

○  今回の番組を見て南三陸町と庄内町が 20 年間も密な関係を継続してきたことは、

姉妹都市の提携が形ばかりのものも多い中すばらしいと感じた。担当者が変わっても

業務を継続していくための役場の工夫や、町の人たちの積極的な参加があったことが

要因としてあると思う。ただ、一番大事な町の人の参加は、実現や継続が難しい部分

なので、続けることができた具体的な理由なども深く取材してほしかった。やはり積

極的に参加してくれる町民を探すことが大切で、お節介おばさんとか、物好きじいさ

んなどいろいろな表現があるが、自分が住んでいるところを何とかしようという非常

に高潔な精神を持っている人の存在が大切だと思う。こうした方々がいるからこそ１

０年、２０年という長い歳月が続くのだと感じ、とても価値のあるテーマを取り上げ
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た番組だと思った。 

 

○  災害時の応援協定について知ることができ、防災への意識が薄かったことに改めて

気づくきっかけをもらった。震災３日後に支援がスタートした迅速さは本当にすごい

ことだと感じ、交流を深めてきた経緯や、実感を伴った「遠い親戚みたいな存在」と

いうことばが印象的だった。日頃の密なやり取り、つながりが大事だというポイント

が明確に伝わってきた。また、多くの協定が実効性を伴っていない現実を伝えたのも、

問題提起の意義があった。一方で、役場視点の強い番組だとも感じた。まず一般の方々

に知ってもらうことに絞って番組制作をしたと思うが、防災意識が高くない方だと見

ただけで終わってしまいかねないと感じた。「あなたのまちをどう守る？」というタ

イトルでもあるので、番組を見終わった視聴者が、自分の町でも何か１つでも始めら

れるところまで伝えられたら、よりよかった。 

 

○  冒頭の東日本大震災当時の水や食料が不足していた映像が印象的で、求められる支

援の在り方が伝わった。南三陸町と庄内町の２０年来の日々の交流は、過去の写真も

交え、成功事例の説明が分かりやすかった。受援計画について、東北の市町村におけ

る受援に関する規定の策定率はそれほど高くないことが紹介されていたが、「受援力

の強化」を行ってきた熊本のケースの問題点を通じて、東北地方で考えられる今後の

課題やどうすれば受援規定の策定が進むかなどの提言が欲しかった。スタジオ部分の

ゲストコメンテーターの説明は、問題点の指摘も含め大変理解しやすく説得力も感じ

られたが、もう少し詳しく専門性の説明や、ゲストとして出演する意味を教えてほし

かった。 

 

○  東日本大震災から１０年を迎えるタイミングで、直接の被災地ではなかった山形か

ら災害への備えや、支援についての試みを伝えていて、改めて絆について考えるきっ

かけとなるよい番組だった。今回、災害協定が有効に機能するためのキーワードとし

て「補い合い」を紹介していたが、140 キロ離れた町同士がどのようなきっかけでつ

ながることができたのか疑問が残った。両町の協定の経緯などを時系列でまとめた図

などがあれば、理解が深まったのではないか。さらに、全国 836 の都市が災害協定を

結んでいてもうまく機能しないという問題提起について、アンケートの結果をさまざ

まな切り口で深掘りすれば、より「補い合い」について理解でき、第２、第３の南三

陸町と庄内町のような交流、支援を生む手がかりにつながるのではないかと思った。

また、受援力については、さらに深掘りできる事例や切り口もあると思うので、番組

を２回に分けて制作したほうがより理解が深まったのではないかと感じた。 

 

○  同時被災しない距離感と、山に囲まれた町と海沿いの町という文化の違いにもかか
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わらず、交流が盛んに行われたことの意味や価値が大変よく分かる番組だった。生き

た協定を結ぶために、心から一生懸命になってくれる市民の方がいたということに、

やはり鍵は人だと感じた。また、東日本大震災から熊本地震の被災、昨年の豪雨災害

に至るまで、支援力や受援力がより計画的、効果的になってきていることを時系列で

紹介していたのが分かりやすかった。災害が多発する中、こうした英知にきちんとス

ポットライトを当てて、報道によって線でつなぐことで、支援力、受援力の向上につ

ながっていくと思う。特に、早朝から作られた 2,000 個のおにぎりが温かいまま、被

災地に運ばれて心も暖まったというエピソードが紹介された時には、震災時のことが

まざまざと思い出されて印象的だった。 

 

○  非常にテンポよく構成されて、内容もとてもよい仕上がりだった。特に、自治体同

士の災害支援協定に基づく支援が有効に機能すれば、被災した自治体、被災者の大き

な支えになることがよく理解できた。また、同時被災を回避するために適度な距離が

あったほうがいいことや、海寄りの町、山あいの町、それぞれ特色の違う自治体のほ

うが日頃の交流が盛んになり相互補完関係が築きやすいことも理解できた。ただ、物

資を集めた方、トラックで実際に南三陸町に運んだ方、朝早くからせっせとおにぎり

を握られた方々がどんな気持ちだったのか、生の声を聞きくことができれば、より番

組に深みが出たのではないかと思う。 

 

○  災害時の対応は、行政でも多くのセクションにまたがっており協定を作る時には難

しさがあり、県の持つ力も上手に生かしていかなければならないことがわかったが、

少し専門的な内容になりすぎた部分もあったのではないかとも感じられた。一方で、

受援力とは何かを丁寧に描いた八代市のケースは分かりやすかった。災害時に住宅被

害調査、罹災証明書発行など役所内の業務を分けることで円滑な申請処理が行われた

実態を図でも示してあり理解しやすかった。また、スタジオゲストの方の話も非常に

エッジが効いていてよかった。現在の、新型コロナウイルス感染拡大への対応の中で

も、こうした受援力の例は業務の役割分担や人材の振り分けなど効果的に生かしてい

けるのではないかと感じた。最後に、サブタイトルの「求められる生きた災害支援協

定」の「生きる」という字は、活力の「活」を使い「活きた災害支援協定」としたほ

うがより番組になじむのではないかと思った。 

 

○  距離が近いため同時被災によって災害協定がうまく機能できなかった事例も伝え、

姉妹都市を基にした災害協定ではなく、同時被災しない距離を考えた上で、あらかじ

め災害協定を結び地道に交流を続けて、いざというときの災害に生かすという発想の

転換が必要だと感じた。自治体間の災害協定の在り方そのものが問われていると思っ

た。また、日頃の交流が大切な中で、現在の新型コロナウイルスの感染拡大状況での
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難しさも知りたかった。さらに、東北は東日本大震災の被災地でありながら、受援計

画の策定においては、濃淡がかなり出ており、計画が進んでいる地域とそうではない

ところでは何が違うのかも知りたかった。 

 

○  震災前からの住民同士の交流が支援に力を発揮することは認識していたが、交流を

長く続けるためにお互いにないものを補い合える自治体を選ぶというのは目からう

ろこだった。行政や住民の生の声と経験を伝えており、まだ協定の相手を見つけるこ

とができていない地域にとっては背中を押してくれるような番組だった。また、当時

の南三陸町の町長の切羽詰まった様子を番組に入れることで、単なる説明だけにとど

まらず、気持ちも込めて見ることができる番組になっていた。ただ、テーマが自治体

目線のものが多く、この番組は誰が見ることを想定して作られているのだろうと感じ

た。特に、問題解決は県の出番と言われてしまうと、一般市民の視聴者からは行政関

係者だけが考えればいい事のように感じてしまう。災害支援協定でも、仙台市宮城野

区の福住町内会は、町内会レベルで支援協定を結んでいて東日本大震災の際に役に立

った。福島県楢葉町から会津に住民を避難させた際には事前の交流が役だった事例も

ある。こうした情報も入れて、自治体だけの話ではなく自分たちが動いてできるとこ

ろから、受援や災害支援協定のことを考え関わっていける手がかりも伝えられたらよ

かった。受援は行政だけのものではなく、市民同士のつながり、自主防災組織、避難

所、企業でも必要なことなので、自治体と住民相互の視点で考えることができると、

より番組がよくなると思った。ぜひこれからの番組に期待したい。 

 

○  ゲストのあげた「補い合い」と「受援力」という２つのことばで多くがくくられて

しまい、少し無理にキーワードに状況を落とし込んでいた印象で違和感があった。ま

た、番組の中で、つなぐ役割を県が果たすと言っていたことには疑問が残った。つな

ぐ役割はいろんな人が担っており文化や歴史的なもの、さまざまな要因で交流が生ま

れる。番組で県の役割と言い切ってしまうことで、当事者である市町村職員の受け止

め方も変わってくるし、住民不在の交流になり形だけの支援協定になってしまうので

はないかと感じた。南三陸町と庄内町は県がつないだわけではないと思うし、伝え方

を考えなければいけないと感じた。さらに、報道・情報番組では大学教授など有識者

を出演させる場合が多いが、人選は難しい。ふかんして見る目も大切だが、今までの

放送回を見ても、現場で苦労した方、現場力にたけた方のコメントのほうが説得力が

あるようにも感じる。番組でもっと生の声を聞きたかったし、こうした声こそが大切

ではないかと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  番組を２本に分けた方がよいという意見を頂いたが、受援計
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画だけで番組を１本作るのは東北では難しいと判断した。庄内

町、南三陸町だけでの話で作ると非常に狭い範囲の話となり、

特別な関係性だから出来たのではと捉えられてしまうことが

もったいないと感じた。災害も多発している中では、２つの町

の関係性に普遍的な意味を持たせることで、ほかの自治体にも

通じる生きた災害支援協定にするには何が必要かを考える番組

にしたほうが、広く東北全体に伝える意味があるのではないか

と考えた。また、当初企業連携の話なども入れるつもりだった

が、要素が多くなりすぎるため話を絞り、結果として自治体の

話が多くなってしまった。さらに、制作段階では庄内町の人た

ちの声も入れていたが時間の関係で省かざるを得なくなった。

山形県向けの番組、ニュース「やままる」では庄内町と南三陸

町の住民の交流に焦点を当て実際の声や交流の歴史も伝える特

集を放送した。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １２月５日（土）の「大好き♡ 東北 定禅寺しゃべり亭～椿鬼奴さん＆グランジ・

大さん～」を見た。２人が秋田で結婚式をしたことを知らなかったので驚いた。夫婦

での出演で、仲むつまじい様子がほほ笑ましく、土曜日の午前１１時台という放送時

間にぴったりの内容だった。笑いながら見られる場面もあり、ゲストの選定がとても

よかった。２人の好きな秋田のものを視聴者に紹介するだけではなく、２人が知らな

い秋田の魅力を取り上げることで、さらに東北を好きになるきっかけになるのではな

いかと思った。 

 

○  １２月１１日（金）の東北ココから「検証 女川原発 被災地で初めての再稼動」

は、タイムリーな番組だった。今後の課題として、安全審査、地元同意、避難計画の

３点で構成されていたが、少し番組の展開が早いと感じた。構成については、稼働に

おける安全審査と地元同意で１つにまとめ、それに関わる避難計画は別にまとめたほ

うが理解しやすかったのではないか。稼働の是非については、正式な結果が出ていな

いことや将来のエネルギー供給など、もう少し踏み込んだ内容にしてほしかった。ま

た、より理解を深めるため、町が原発を受け入れ、稼働してからの歴史や町が受ける

恩恵や経済における大きな効果についても説明してほしかった。 

 

○  １２月１１日(金)のきんよる秋田スペシャル「未来へのヒント～“つながる力”が

秋田を変える～」(総合 7:30～8:15 秋田県域)を見た。秋田県にある新聞社との共同
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取材というユニークな取り組みで、地域の未来を感じさせる内容でとてもよかった。

スタジオにゲスト出演していたローカルジャーナリストの田中輝美さんの地域へ関

わるきっかけ作りの大切さなどの話がとてもよかった。劇団のワーケーションの取り

組み紹介は、実際に都会に住んでいる人に知ってもらいたい内容だった。東北での取

り組みを都市部に向けて発信できる番組がもっとあるといいと感じた。今後も地域の

つながり、関係人口、移住と仕事などをテーマにした番組を期待している。 

 

○  １２月１１日(金)の再発見いわて「やすらぎの心を舞う～岩手県 平泉町～」は、

優しさが醸し出される番組だった。神楽を伝承する女性と、お菓子作りを伝承する若

者を軸に、平泉の風景を描いていたが、お菓子作りと神楽は一体感がないと感じた。

神楽を伝承する女性だけを軸にしたほうがよかったようにも思った。中尊寺金色堂の

外壁の修復工事が終わりに近づいたタイミングでの放送だったので、その部分に少し

触れてもよかったと思った。 

 

○  １２月５日(土)のＮＨＫスペシャル「コロナ危機 女性にいま何が」を見た。新型

コロナウイルスの影響で、女性の雇用が大幅に失われ、経済的な面で大きな影響が出

ていることが伝えられた。これが今の日本の現実で、国が足元から音を立てて崩れ始

めているのではないかと警鐘を鳴らしている番組だと思った。中でも、４人の子ども

を育てている女性の事例では、働きたいが新型コロナウイルスの影響で内定を取り消

され、緊急小口資金の融資も対象にならないと門前払いにあう。最後のとりでの融資

が受けられず女性が泣き崩れる姿を見て、非常に胸を締めつけられた。他人事ではな

く、厳しい現実を突きつけられたと感じた。見ていてつらかったが、目を背けてはい

けない内容だと思った。 

 

○  １１月２９日(日)のプロフェッショナル 仕事の流儀「人を癒やし、人に癒やされ

る～ひきこもり支援・石川清～」(総合 後 4:10～5:00)を見た。石川さん以外の人に

は、顔が分からないようにぼかしが入り、音声も加工されていたが、内容が濃く大き

な意味のある番組だったので気にならなかった。石川さんの「時間を守れないのは理

由がある」「どういう道を選んでも応援する」など、とても温かくて心に残ることば

が印象的だった。表情が見えないのに声だけで表情が変わっていくのが伝わってき

て、支援する人がいることの大切さを感じた。 

  １１月２２日(日)のＮＨＫスペシャル「ドラマ こもりびと」を見ていたので、ひ

きこもりの当事者の表情を想像することができた。さまざまな切り口でひきこもりに

ついて番組にしていたことはとてもよかったと思う。 

 

○  １２月８日(火)の「未来スイッチ 横断歩道が危ない！一時停止大作戦」(総合 後
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3:55～4:00)を見た。信号機のない横断歩道が危ないという内容だった。道路交通法

では、渡ろうとしている人がいるときは、車は一時停止することになっている。しか

し、日本自動車連盟の 2019 年の調査では全国で１７．１％しか一時停止しなかった

ということだった。それを受けて、三重県では取り締まりの強化や、消えかかった横

断歩道を書き直す取り組みをしていることや、栃木県ではドラマ仕立ての動画を制作

する取り組みをしていることが紹介された。ドライバーが一時停止しない理由を掘り

下げて、どうすればいいか、示唆に富む内容だった。 

 

○  １２月８日（火）のプロフェッショナル 仕事の流儀「限りない探究心が、謎を解

く～文化財復元・馬場良治～」は、興味深い番組だった。馬場さんが、書いた人の気

持ちを読み取り、個性や精神性までも復元しようとする姿勢がすばらしかった。そこ

が、文化財の復元の第一人者と言われる理由だと感じた。馬場さんは、さまざまな挫

折を味わったが、偶然知り合った人に諭されて４０歳で再出発をし、復元の仕事につ

いたということだった。４０歳になって生きる道を見つけて、７０歳を超えても自分

の使命に向かう馬場さんの生き方は、さまざまな世代に、人生のヒントを与えてくれ

ると感じた。馬場さんの「探究には限りがない」ということばが印象に残った。 

 

○  １２月１０日（木）のクローズアップ現代＋「【武漢の今】変化…感染抑制と個人

の自由 パンデミック１年」を見た。パンデミックから１年たった武漢の今がどうな

っているのかを、しっかりと報道していた。情報統制がされている様子や個人の情報

も徹底的に管理されていることが分かった。さまざまな人の意見が紹介されたが、特

にドイツに在住している作家の多和田葉子さんの「権力がどこまで国民の権利を制限

することが許されるのか」「日本はうつむいて災難が済むのをじっと待とうという感

じに見える」という発言が印象的だった。ひとりひとりが情報を得て考えることが重

要だと改めて教えられた。 

 

○  １２月１１日(金)の「新型コロナ 全論文解読」完全版(BSP 後 3:03～4:02)を見た。

正しく恐れるために何が重要なのか、２０万本の新型コロナ関連の論文を学習した人

工知能ＡＩを使い、専門家と爆笑問題の２人が今知るべきこと、今後の対策について

考えていた。非常に共感する内容で、納得しながら事を進めることの重要さが番組全

体から伝わってきた。最先端の研究成果を享受し、議論して、自分たちで何を選択す

ればいいのかを考えることが大切だと思った。 

 

○  １２月１６日(水)の「おはよう日本」を見た。東京渋谷のバス停でホームレスの女

性が殴られて殺された事件について特集で伝えていた。その女性は、新型コロナウイ

ルスの影響で仕事を失い、家に住むことができずにホームレスになったということ
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だった。近くを通りかかる人たちは、女性に気づいてはいたが、声をかけなかった。

専門家の解説で、社会に対する関心が自分の身の回りだけになり、ほかの人への関心

が向いていないと問題提起をしていて興味深かった。短い特集だったが、とても内容

の濃い番組だった。 

 

○  １２月１２日(土)の【土曜ドラマ】ノースライト（前編）「消えた家族」(総合 後

9:00～10:13)は、おもしろいドラマで見応えがあった。西島秀俊さんと宮沢りえさん

の演技が特によかった。原作を読みたくなるようなドラマだった。ドラマの中で重要

な役割を果たす家をセットとして実際に造って撮影した大胆さに感服した。 

 

○  １２月５日（土）サイエンスＺＥＲＯ「被害ゼロを目指せ! 台風予測の最前線」を

見た。台風の中心気圧は、気象衛星から雲のパターンを分析して推測していることを

初めて知って驚いた。台風の勢力の予測のためのさまざまな試みが紹介されて興味深

かった。特に飛行機で台風の目に入って、ドロップゾンデという観測装置を投下する

という場面は、映画を見ているかのような迫力で、研究者の興奮が画面を通して伝

わってきた。科学技術が実用化される前の段階の研究を、一般の人が知る機会はあま

りないので、このような番組はとても意味があると思う。 

 

○  １２月１５日(火)空港ピアノ「エストニア・タリン Ｖｏｌ．３」(BS１ 後 3:10

～3:25)を見た。ピアノを弾く人の人生を感じることができる番組だ。今回は、パイ

ロットの夫を出迎えるラトビア人女性や幼い頃亡くした母への思いが募る音楽家の

女性などが登場した。それぞれの話しを聞きながら、何かしらピアノと人のつながり

があるのだと思った。亡くなった方や今は疎遠になっている人とのつながりを思い出

せる音楽のすばらしさを改めて感じた。 

 

○  １１月３０日（月）の吉田類のにっぽん百低山（２）「大山・神奈川」(BSP  後 7:30

～7:59)を見た。今回紹介された大山は、年間 100 万人も訪れる人気の山で、水の守

り神が祭られているので、登山客は登山と参拝の両方を行うことができる山だという

ことだった。山は、人々の生活に密着した里山もあれば、人を容易に寄せつけない本

格的な登山を求める厳しい山岳もある。百低山は、そのちょうど中間にあるのだと

思った。カメラワークが秀逸で、景色の映像、吉田類さんが登山している姿を密着し

ている映像など、好感を持てた。東北にも９つの百低山があるそうなので、ぜひ紹介

してほしい。 

 

ＮＨＫ仙台拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０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仙台拠点放送局にお

いて、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、東北ココから「祈りの山のふもとで～出羽三山 羽黒山伏の日々～」

も含め、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、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１２月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  坂田 裕一（ＮＰＯ法人いわてアートサポートセンター 理事長） 

副委員長  佐藤 美嶺（防災士） 

   委 員      丑田 香澄（一般社団法人ドゥーラ協会 理事) 

桂木 宣均（日本地下水開発（株）代表取締役社長） 

佐藤勘三郎（（株）ホテル佐勘 代表取締役社長） 

鷹山ひばり（七戸町立鷹山宇一記念美術館 館長） 

南條 和恵（仙台大学柔道部女子監督） 

         西内みなみ（桜の聖母短期大学 学長） 

         宮川 宏 （河北新報社 論説委員会副委員長） 

八代 浩久（東北電力（株） 取締役 常務執行役員） 

          

（主な発言） 

 

＜東北ココから「祈りの山のふもとで～出羽三山 羽黒山伏の日々～」 

（総合 １０月３０日(金)放送）について＞ 

 

○  四季の描き方、鳥の鳴き声、夜明けにほら貝の音が響き渡る映像には心をつかまれ、

映像美の世界が際立っていた。特にドローンが緑の山々に分け入っていく映像や鳥居

に近づいていく映像は非常に美しかった。神々しい大木、滝から流れ落ちる水滴、海

岸で砕ける波頭などの映像が印象的で、まさに山伏の世界観をイメージして見ること

ができた。時々、挿入される都会の映像がよいコントラストとなり、宗教・山伏・都

会・人々の暮らしを結びつけていた。出羽三山の役割などあらためて知ることがたく

さんあり、非常に興味深い番組だった。 

 

○  圧倒的な映像美で、特に水の映像と山伏自身による語りは一体感がありとてもよ
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かった。取材では、険しい山に分け入る修行にカメラマンが撮影しながらよくついて

いけたと感心した。山伏が身につけているものは全部白で、いわば死に装束を模して

いる。山伏修行に入るということは、象徴的に一度死んで、再生する修行なのだと感

じた。自然は恵みも災難ももたらすが、新型コロナウイルスの感染拡大という災難を、

山伏である自分の中でしっかりと引き受けて、鎮まるようにと歌うように祈っている

姿がとても感動的だった。また、番組の終盤で山伏が家族とコーヒーとトーストを食

べているのを見て、普通の人がこの厳しい修行を行っているのだなと改めて実感し

た。 

 

○  実際にどのような方たちが山伏になり、どこに住み、どういった活動をしているか

詳しく知らなかったので、修行を積んだとはいえ、本当に普通の人が山伏になって活

動しているのを見て驚いた。厳しい修行を当然のようにこなして誰に自慢もせず、代

償を求めるわけでもなく、淡々と活動を行っている姿に胸が打たれた。昔は、人は自

然に対する畏れを感じ暮らしていたと思うが、近代化により、絶対的なもの、神聖な

ものに対してかしこまる気持ちから離れてしまったのだと思う。そうした事が災害や

病気が発生した時に、心の余裕がなくなり強く恐怖心を抱かせるようになっているの

ではないかと感じた。山伏の方が祈とうをしたり、火で浄化しても、新型コロナウイ

ルスがなくなるわけではないが、何か心のよりどころを持つことによって恐怖心を和

らげる効果もあるのではないか。よりどころを持つことによって、人間は自然と共生

しながら過ごして来られたのではないかと、この番組を見て改めて強く感じた。 

 

○  ナレーションを入れないことでありのままの自然や、山伏の生き方が伝わってきた。

枝をかき分け、山をのしのし歩く姿と、家族との日常生活のコントラストが新鮮だっ

た。新型コロナウイルスの感染拡大下という放送のタイミングだったが、ウイルスを

含め、人間が自然を完全にコントロールすることは不可能で、だからこそ人間は祈り、

山を歩くなど一見非合理的なことを大切にしていると感じた。生かされていることに

気づき、自然を尊んで感謝や祈りを捧げるという山伏からのメッセージは、不安やエ

ゴに引っ張られがちな今の状況だからこそ、人々に響くのではないかと感じ、ふさわ

しい時期の放送だと思った。今後可能ならば、山伏と科学者など異分野同士を掛け合

わせるような、新しい驚きのある対談番組などにも挑戦してほしい。 

 

○  山伏がどういう存在で、日々どのようなことをやっているのかが非常によく分かっ

た。番組で紹介された出羽三山の開祖とされる蜂子皇子がこの地に入ってきた時も疫

病が蔓延しており、勤行をして里の人を救ったといわれている。現在の状況と重ね合

わせると、疫病も含む自然と向き合う山伏の行動も、疫病を恐れて退散を願う人々の

心理、よりどころを求めることは昔も今も変わらない。人間が自然とどう向き合い続
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けてきたかということにもつながるので、いま放送することは非常に意味があると

思った。また、山伏の存在がその土地で暮らしている人々の精神世界と深いところで

結ばれていることにも考えさせられた。月山神社の本宮柴燈祭の映像も、これまで見

たことがなく貴重なものだった。これからも映像を撮りためて、さらに内容を充実さ

せ時間を長くして、全国にも放送してほしい。 

 

○  まず映像のすばらしさに目を見張った。冒頭の霞がかった山の連なりの映像から、

出羽三山の神秘性が伝わってきた、この映像で山形の地域性も表現できていると思っ

た。お盆の時期に月山の山頂で火の粉が舞う映像は、火の粉が魂になって里に下りて

いくような感じがしてとてもよかった。また、山伏の星野文紘さんの語り口が渋く優

しくて、心にしみる滋味に富んだ語り口で、番組を格調高いものにしていた。出羽三

山の歴史や由来を、番組側が説明するのではなくて、星野さんの口から語られること

によって、1,400 年の歴史の重みや、人間の温かみも感じ取れた。ノーナレーション

の番組なので、テロップの入れ方も工夫していたが、お経や真言は唱える声に合わせ

て、字幕が出てくるような工夫があったら、さらによかったと感じた。 

 

○  冒頭の映像で引きつけられ、「山にはね、神様がいるんだ」という山伏の語りこと

ばが心に迫った。1,400 年の間、知らないところで、私たちのために祈りを捧げ続け

てくれている人たちがいることに、この世の中がどんなに大きなものかと改めて感じ

た。山伏の「自然は恵みをくれるが、災害も引き起こすもの」ということばと共に、

震災時に山伏を頼って福島から避難してきた家族のエピソードが印象深かった。祈り

を日々捧げていても、やはり大きな苦難・困難は私たちのところにやってくるのだ、

私たちは乗り越える力を蓄えて、頑張って生きていかなければいけないのだと、ざま

ざまなことを考えるきっかけとなった。今後、番組の内容をさらに充実させ時間を長

くしてまた放送して欲しい。 

 

○  1,400 年もの間、この現代においても山を守り続けている方がいること自体に驚い

た。ナレーションがなく、山伏の星野さんの言葉だけで伝える構成だったので、大変

重みも感じた。誰も見ていない所で、祈ってくれている姿にとても胸に迫るものが

あった。また、基礎的な知識がないと少し理解しづらいこともあった。例えば、白装

束を着るのは、自分はいったん死んだ者だとして山に入るため、などテロップで補足

説明があるとより分かりやすかったのではないか。こうしたことを理解した上で見る

と番組もまた違った受け止めにもなったと思う。それから、星野さんが１３代目との

事だが、１４代目が決まっているのかどうかについても知りたかった。 

 

○  吸い込まれるような神秘的な映像が印象的だった。水しぶきや波をスローにしたり、
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視聴者が歩いて鳥居をくぐるような視点で映像を表現したり、霧の中を山伏の方が歩

いている姿など、映像の美しさにすごくこだわって作っていることがとても伝わった。

中でも、お盆に月山神社で送り火を焚く光景は本当に圧巻だった。ナレーションはな

く、山伏の星野さんの語りで番組が進むが、語り口がとても優くて、まるで自分が現

地に足を運び宿坊で星野さんのお話を直接聞いているかのような温かい空気感を感

じた。また、震災の時の福島の方とのエピソードや、自宅前で迎え火を焚いて月山か

ら先祖を迎える家族も紹介したことで、山伏が遠い存在ではなく、ふもとに住む人々

との生活に深くつながっていると感じた。このつながりを感じるからこそ、厳しい場

所に行って山伏の星野さんが祈る姿がより重く感じられるのだと思った。また、お盆

の修行が番組の最後だったが、いつも「東北ココから」はリアルタイムな話題が多い

印象があるので、１０月末の放送時期にお盆の話題で終わるのは少し違和感があった。

これからの冬の季節に向けてのメッセージなどが一言入るだけでも印象は違うので

はないか。 

 

○  山伏の世界には、大切にすべき日本の地域に根差した信仰が受け継がれていると感

じた。また、山伏の星野さん自らの語りで番組が進んでいくのは、ある種の冒険だっ

たのではと思うが、やはり魂の声というのは本人が語るのが一番いいと感じた。一方、

少し聞きづらいところもあった。映像がとてもきれいだったので映像美を邪魔するの

を避けたのかもしれないが、テロップがもう少し出てもよかったと感じた。新鮮な気

持ちで見ることができた、とてもよい番組だった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  山伏の星野さんを通して山岳信仰、日本の自然、日本人が

どう生きてきたか、そして現代に生きる私たちへのヒントを

何か提示できればと考えた。映像は４Ｋカメラで撮影してい

る。星野さん自身が「考えるな、感じろ」という考えを持っ

ている方でもあるので、あまり作り手側で解釈せず、映像と

星野さんの言葉からありのままを視聴者の皆さんに感じてほ

しいと思って制作した。映像美を優先しテロップを少なくす

ることや、星野さんの語りだけのノーナレーションでは分か

りづらくなるのではという懸念もあったが、挑戦した。また、

取材を始めてすぐ新型コロナウイルスの感染拡大があり、星

野さんもどう対じするか迷われていたが、こういう時こそ祈

るしかないと活動されていてその姿に密着した。取材は今も

続いてるが、分かりやすい区切りということでお盆の期間ま

での活動をまとめて放送した。今後も星野さんに密着し新た
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な番組をつくりたいと考えている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  １０月１７日(土)の「大好き 東北 定禅寺しゃべり亭～高橋英樹さん～」を見た。

高橋さんの温かい人柄に焦点を当てた、見ていて心地よい番組だった。前半は趣味の

城の話だったが、単に歴史が好きということではなく、自分が演じる歴史上の人物の

暮らした時代や天守閣から見た風景などを知ることで、その人物を自分自身に投影し

て、ドラマに深みを与えていたことが分かった。そして、その土地の風土や暮らして

いる人々に対する愛情もにじみ出ていた。自分も生まれ育った土地、今住んでいる土

地をもう一度、新しい視点で見てみたいと感じた。後半は、家庭での夫、父親、祖父

としての生活ぶりが紹介された。前半で人柄がよく分かる構成だったので、後半もほ

ほえましく見ることができた。 

 

○  １１月６日(金)の東北ココから「東北発全国へ“新たな支援”～災害ケースマネジ

メント～」を見た。最後の一人まで復興に導くために、被災者の状況に合わせた個別

支援をする在り方がすばらしいと思った。宮城県石巻市のボランティア団体チームの

代表である伊藤健哉さんの「ニーズに合わせて何でもやるしかなかった」「被災者の

中の東日本大震災が終わるまで見守り続ける姿勢が重要だ」ということばが心に残っ

た。仙台市では、行政とＮＰＯが連携した支援体制が実現し、ほかの被災地のモデル

になっているとのことで、実際に参考にした岡山県倉敷市で水害に遭った８０代の夫

婦のケースを紹介していた。支援の手が入ったことで、この夫婦が笑顔になる様子は

印象的だった。平時から適切な社会保障がされていないと持続可能な支援ができない

ことがよく分かる番組だった。たまたまかもしれないが伊藤さんの服に、「I know what 

l need」と書かれていた。「you need」ではないところが押しつけがましくなく、自

分一人では幸せになれず、誰かを幸せにする時に自分が幸せになれることを、伊藤

さんの活動への思い、生きざまから再認識できた。 

 

○  １１月６日(金)の「東北ココから」を見た。解決すべき課題を整理して専門家につ

なぐという石巻市や倉敷市の事例は、具体的でとても分かりやすかった。石巻市で支

援を受けた三浦さんの課題は、行政の対応に不安を持っている点だったが、行政側の

考えも伝えてほしかった。うまくいっている仙台市の目線ではどう対応するのかとい

う点も知りたかった。今回の番組は、行政への不安を持っているというところまでで

終わってしまったので、行政の課題を浮かび上がらせるところまで描いてほしかった。

三浦さんの行政への不安という話しで終わることによって、ほかの困っている被災者

が行政に相談することをためらうことにつながるのではないかと心配になった。被災
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者の支援は発展途上で、災害が起きるたびに法律やノウハウが変わり、関わる団体も

変わっていく。今後も災害対応の先進事例を取り上げて、東北の課題を解決する糸口

になるような番組を期待している。 

 

○  １１月６日(金)の「東北ココから」を見た。報道や取材の在り方を考えさせられた。

沿岸の被災地で被災者と接すると、抱えている課題が社会保障や社会福祉という概念

にはとどまらず、心の問題、働き方の問題など非常に複雑な課題があると感じている。

その中で、今回の災害ケースマネジメントの実例が紹介されて、それが全国に広がっ

ていることを知ることができてよかった。被災地の支援活動をしている人でも、知ら

ない人も多いのではないか。この番組のよさは、震災後に生み出された災害ケースマ

ネジメントをしっかり紹介したところだと思う。制作者の捉え方、視点、取材力がよ

かったと思う。日頃住民の方とのコミュニケーションをしていないと生み出すことが

できない番組だと思う。今後もこうした番組を期待している。ただ、災害ケースマネ

ジメントを支える活動の資金がどこから出ているのかという点も知りたかった。 

 

○  １０月３１日(土)のＮＨＫスペシャル「筒美京平からの贈りもの 天才作曲家の素

顔」を見た。「ブルー・ライト・ヨコハマ」「また逢う日まで」など、多くの代表作が

あり、筒美さんが亡くなられたというニュースを聞いたときに、その曲を聞いていた

当時の思い出と結びつき、喪失感を感じた人も多かったのではないか。筒美さんは、

生前、ほとんどメディアに出て自分のことや曲について語ることはなかった。この番

組では長年、一緒に仕事をしてきた仲間の証言から、筒美さんの作曲の秘密を描いて

いた。慣れ親しんで聴いてきた曲に、聴く者を飽きさせないさまざまな工夫があった

ことがよく分かった。筒美さんのすばらしさが伝わる非常に見応えのある番組だった。 

 

○  １０月１６日(金)のドキュメント７２時間「歌舞伎町 さよなら人情キャバレー」

を見た。この番組の魅力は、登場する人たちがどのような人生を歩んできたか、人間

模様をうかがい知ることができる点だと思う。さまざまな苦労を重ねて、現状が決し

て恵まれた状況でなくても前を向いて生きている人たちが登場すると、元気をもらえ

る。今回は、２月末に閉店したキャバレーの最後の３日間を取り上げて、ホステスや

従業員、常連客などの生き方が伝わって、胸に迫るものがあった。オーナーが「キャ

バレーは、夢を売る場」と話していたが、そこで働く人や客たちの心が通い合うこと

によって成立していて、人間くさい場所なのだということが分かった。 

 

○  １０月１９日(月)のストーリーズ 事件の涙「救えたはずの命～大学生一気飲み死

亡事件～」を見た。番組を見て痛感したのは、周囲にいた人たちが少しでも冷静に自

分を取り戻して対処できていれば、貴い命が救われたのではないかということだった。
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亡くなった大学生の父親が、現場にいた学生を訪ねて聞き取りをして、その時の状況

が浮かび上がってくる番組だった。最後に、亡くなった大学生の友人が、父親に心の

内を打ち明けた場面で、父親が「君は全く悪くない。これから正しい判断をしっかり

してくれるようになれば息子が生きてきた意味がある」と話していて、胸を打たれた。 

 

○  １０月２０日(火)のプロフェッショナル 仕事の流儀「非行の根っこに寄り添う～

少年育成指導官・堀井智帆～」を見た。少年少女に心を寄せて、大人の熱意は子ども

に伝わるからと、真正面から向き合う様子に圧倒された。一般の人でも、さまざまな

バックグラウンドの子どもたちと地域で関わる機会はあると思うので、身近なところ

で、少しの声かけなどはできるのではないかと考えさせられた。堀井さんが「何で生

まれてきたのかと思っている子どもたちに、生まれてきてよかったと思ってもらえる

関わりをひたすら続ける」と話していたが、今後の指針になるようなことばだった。

また見返したい番組だと思った。あまり知られていない職業の人を取り上げた制作者

がすばらしいと思う。今後も、誰かに寄り添うプロフェッショナルを取り上げていっ

てほしい。 

 

○  １１月２日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「２０２０特別編 三浦大知と秋田スペシャ

ル」を見た。この番組は、有名な観光地や商品ではなく、ゲストが偶然出会った人た

ちとのつながりで制作する番組だ。偶発性を大事にするからこそ、飾らないその土地

の人の姿が見られて、とてもいいと感じている。その県に住んでいても知らない情報

もあり、家族で楽しめる内容だ。全国に向けて、その県の情報を届けつつ、その地域

に暮らす人もまたその土地の魅力を再発見するきっかけになっていると思う。また、

三浦さんがかつての旅で出会った少年と、リモートでコラボダンスをしていた。新型

コロナウイルスの影響が続く中で、工夫された企画で、温かい気持ちになった。 

 

○  １１月８日(日)の「これでわかった！世界のいま」は、楽しく、分かりやすく、世

界のニュースを解説した番組だった。アメリカの大統領選挙に注目が集まっていたが、

あまり詳しく分かっていなかったので、番組を見てとても勉強になった。放送日の午

前中に行われたバイデン候補の勝利宣言が取り上げられるなど、生放送ならではの最

新の情報が組み込まれた内容で、すばらしいと思った。後半には、アメリカの民間企

業が開発したロケットの打ち上げの話題も、詳しく分かりやすく伝えていてよかった。

外国の情報に興味をもつきっかけになる番組だと思った。 

 

○  １１月１７日(火)のクローズアップ現代＋「五輪試金石の舞台裏 内村航平ら選手

の葛藤 感染予防と演技と」を見た。選手側と開催者側の両方の視点で構成されてい

て、考えさせられる部分が非常に多かった。国際体操連盟の渡辺守成会長の行動に密
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着取材していたことで、大会開催にかける強い思いと、新型コロナウイルスの影響の

中で、最初の日本での国際大会開催の苦労も伝わってきた。出場する選手たちの率直

なコメントも引き出していたのもとてもよかった。国際オリンピック委員会のバッハ

会長が来日したタイミングでの放送で、東京オリンピック・パラリンピックの開催に

ついて考える機会として、タイミングも抜群だったと思う。 

 

○  １１月８日(日)のこころの時代～宗教・人生～選 それでも生きる～旧約聖書・コ

ヘレトの言葉（１）「“コヘレトの言葉”とは何か」を見た。牧師の小友聡さんと批評

家の若松英輔さんが出演して、コヘレトの言葉を読み解いていたが、生きることの意

味を考えさせられ、胸が熱くなった。自分自身が年を重ねたことでことばの真意が分

かるようになり、幸せなことだと感じた。また「若者よ、あなたの若さを喜べ」とい

う一節から、若いときは若さを知らない、年を重ねていくうちに若いということがど

ういうことなのかが分かってくるということだった。年を重ねてから、初めてことば

の意味が分かるという悔しさもあるが、分からないからこそ人生は楽しい、一生懸命

に生きることができるのだとも思った。自分の人生を省みる豊かな時間になった。 

 

○  １１月５日(木)の世界にいいね！つぶやき英語「ＳＮＳと現代アイドル ～ＢＴＳ 

世界の投稿から～」を見た。ＳＮＳを活用した世界戦略で躍進する、韓国のアイドル

グループ、ＢＴＳを通して、現代のアイドル像について分析した内容は興味深かった。

「＃」の使い方、記憶に残るメロディなど、さまざまな世代を引き付ける音楽になっ

ていることが魅力だということが分かった。ＳＮＳを多用して、ふだんの姿をファン

に見せる戦略もよく分かった。国際連合の総会で行った英語でのスピーチも分かりや

すく、歌詞の内容自体もいいので、英語の学習にもいいのではないかと思った。 

 

○  １０月１８日(日)のＢＳ１スペシャル「大峯千日回峰行の道を行く 修験道・塩沼

亮潤の世界」(ＢＳ１ 22:00～22:50)を見た。全体的に暗いシーンが多かったが、常

人の域を越えた厳しい修行に密着する内容にとても合っていたと思う。冒頭に番組

ディレクターが、１０年前に初めて塩沼さんに修行の話を聞いた時は、きれいごとに

聞こえ、本当の姿が見えなかったので、それを確かめるために修行に同行すると宣言

してから始まる構成は分かりやすかった。なぜ塩沼さんが修験者になったのか、家庭

の背景や自分の肉体的なダメージなどを包み隠さず話していて非常に興味深かった。

ところどころに満員の通勤電車や大規模マンションなどの映像を入れるなど工夫さ

れていて、人間の祈りの風景を上手に表現していたと思う。 

 

○  １０月３１日(土)の「講道館杯全日本柔道体重別選手権２０２０決勝」(ＢＳ１サ

ブチャンネル 15:00～17:45)を見た。体重別大会の中では、最高峰の試合で、新型コ
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ロナウイルスの影響でどのような開催になるのか注目していた。東京オリンピックの

代表選手は出場せず、若手の活躍に期待がかかる大会だったが、放送中に、審判の判

断をめぐって試合が中断する場面があった。その際、実況の厚井大樹アナウンサーが、

途切れることなく、選手に寄り添った目線で実況をしていて感服した。アナウンサー

が、日頃から事前取材や勉強を熱心にしていることが伝わってきた。また、試合の様

子に加えて、注目選手を紹介するような映像もあるとさらによかったのではないか。 

 

○  １０月１６日(金)の「浮世絵ミステリー 東京前夜～広重の暗号～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 

後 9:59～10:58)は、非常におもしろい番組だった。歌川広重の「名所江戸百景」が描

かれた時代に、大地震、異常気象、感染症の流行などがおこっていたことなど、当時

の時代背景が分かり興味深かった。単なる名所画ではなく、そのときの出来事を、風

刺しながら描いていたということだった。ただ、さまざまな暗号が浮世絵に込められ

ていたと紹介していたが、広重がその後の時代の変化を知るよしもなく、それを暗号

と言っていいのかと少し疑問が残った。 

 

○  浮世絵ＥＤＯ－ＬＩＦＥ(ＢＳ４Ｋ 22:50～22:55、22:55～23:00)を見ている。江

戸の風俗を切り取った浮世絵の細かい描写やその絵が描かれた背景などが５分間と

いう短い時間で丁寧にかつ簡潔にまとめられた番組だ。単なる芸術としてではなく、

時代を映し出す記録として浮世絵を楽しむことができる番組に仕上がっていると思

う。映像がとても鮮明で、細かい線や紙の質感まで伝わってくる。ナレーションは、

アナウンサーが交代で担当しているようだが、テーマに合った声色、話し方で工夫さ

れていると感じている。ＢＧＭも、テーマに沿っていて、毎回楽しませてくれる。ま

とめて再放送するなどの企画をしてほしい。 

 

ＮＨＫ仙台拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０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、１９日(木)、ＮＨＫ仙台拠点放送局にお

いて、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、東北ココから「震災１０年へ 福島 海の復興はいま」も含め、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、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、１１月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  坂田 裕一（ＮＰＯ法人いわてアートサポートセンター 理事長） 

副委員長  佐藤 美嶺（防災士） 

   委 員      丑田 香澄（一般社団法人ドゥーラ協会 理事) 

桂木 宣均（日本地下水開発（株）代表取締役社長） 

佐藤勘三郎（（株）ホテル佐勘 代表取締役社長） 

鷹山ひばり（七戸町立鷹山宇一記念美術館 館長） 

南條 和恵（仙台大学柔道部女子監督） 

         西内みなみ（桜の聖母短期大学 学長） 

         宮川 宏 （河北新報社 論説委員会副委員長） 

八代 浩久（東北電力（株） 取締役 常務執行役員） 

          

（主な発言） 

 

＜東北ココから「震災１０年へ 福島 海の復興はいま」 

（総合 ９月１８日(金)放送）について＞ 

 

○  「福島の海」をテーマに設定したことは、多くの人に考えるきっかけを提供し、大

きな意義があったと思う。福島の海に関わる人の生の声やふだんは見られないような

場所の映像が紹介され、自分たちの海を取り戻して次の世代へ伝えようという漁業者

の熱い思いが伝わる番組だった。魚の放射線量の調査について、ただ安全になったと

いうことではなく、時折基準値を上回ることがあることなど、現在進行形の研究につ

いても伝えていてよかった。番組の中で、試験操業や水揚げ増加、風評被害など、重

要なキーワードをテロップとコメントで伝えていて分かりやすかった。淡水魚と海水

魚の違いをＣＧで示していたのも分かりやすかった。今回は東北地方での放送だった

が、ぜひ全国に発信してほしい内容だ。さらに、持続可能な漁業について、海外の事
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例も紹介しながら、福島から考えていく番組も、今後見てみたい。 

 

○  綿密に取材を重ねて、地元の方々と良好な関係を築き、率直な意見を引き出してい

たインタビューもよかった。漁業再建にかける熱い思いと同時に、焦燥感や将来への

不安など複雑な胸の内も伝わってきた。海水魚は放射性物質を体内に取り込んでも体

外に排出するメカニズムがあることが紹介されて、非常に勉強になった。ただ、水揚

げされた魚の放射線量は、どのように調べられているのか、もう少し詳しく知りた

かった。東京電力福島第一原子力発電所の事故のあと、放射性物質が拡散した様子は

ＣＧで再現されていたが、その後どのように変化しているのかが分かれば、もっと安

心感が得られるのではないか。また、番組内に使われていた音楽が、単調で暗く、番

組全体も暗い印象になってしまったと感じた。これから頑張ろうという漁業者の場面

では、明るい音楽を使うなど、もう少しめり張りをつけてもよかったのではないか。 

 

○  今、福島の海の現状と課題について、福島県も含め県外の人に伝えたことはとても

意味のあることだったと思う。特に、漁業関係者に焦点を当てて、今の世代だけでは

なく、次の世代にどうやってつなげていくかという視点も入れて構成されていたのが

よかった。東京電力福島第一原子力発電所の事故で発生した汚染水を処理した水の処

分方法について、海洋放出も検討されているが、風評被害をもたらす可能性があるだ

けに、これからも科学的なデータを基に、海への影響について深く掘り下げて伝えて

いってほしい。今回は、主に相馬市と浪江町について描かれていたが、いわき市の現

状も知りたかった。また、福島の海で取れる魚の種類や主力の魚種は何かという点も

説明がほしかった。福島の海産物の評価が、首都圏等でどの程度まで回復しているの

かという情報も、もう少し詳しく知りたかった。 

 

○  東京電力福島第一原子力発電所の事故で発生した汚染水を処理した水の処分方法

について、海洋放出も検討されている中、とてもタイムリーな番組だったと思う。福

島の青い空と美しい海岸、美しい船を背景に、真下アナウンサーがマスクを外してリ

ポートしている姿は、とても印象的だった。底引き網漁の船長の松本浩一さんの「取っ

てなんぼの世界」「魚を取って市場にあげるのが仕事だ」ということばが印象に残っ

た。新しい船を作り、息子には漁を続けて欲しいと願う松本さんの姿から、補償金で

はなく、自分たちの力で生活を取り戻そうという思いが伝わってきた。仲買業者の柴

孝一さんが東京に営業に行ったところ、意外と風評被害は少ないと喜ぶ場面があった

が、消費者が、福島産と書いてある海産物を本当に買ってくれるのかと一抹の不安を

感じた。首都圏での販売も大切だが、地元での水産物流通を拡大させていくことも重

要だと思うので、そのあたりも今後深めて取材していってもいいのではないか。 
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○  補助金や助成金のあり方について考えさせられた。漁業者の「若い人たちが将来に

向けて、仕事を維持できるような環境であってほしい」「賠償金に頼らず自分たちの

力で生活を取り戻したい」ということばはとても印象に残った。漁業者としての誇り

もあると思うが、賠償金に頼り切ることの怖さも理解しての発言だと思う。非常に意

義深いことばだった。試験操業で漁を制限していると、漁の経験が積めず若手が育た

ないという話があったが、その中に若手の漁業者からの意見が１つもなかった。若い

人たちの意見も聞いてみたかった。漁業規制、操業規制、出荷規制ということばが出

てきたが、その違いを聞き分けるのが難しかった。その違いを始めに説明してもらえ

れば、注意しながら聞くことができたのではないか。 

 

○  福島県沿岸部の漁業の現状について、漁業者や流通業者の奮闘する姿、科学的なデ

ータで風評被害の解消に取り組む研究者など、オール福島としての取り組みが紹介さ

れて、短い時間の中でも充実した内容だったと思う。印象的だったのは、なりわいと

いうことばの重さだった。単に生活をするための仕事ではなく、先祖代々受け継いで

きた誇り、後世に引き継いでいきたいという漁業者の強い思いが伝わってきた。また、

海水魚は淡水魚と違い、セシウムなどのミネラルを新陳代謝で体外に放出することが

できるという科学的な事実について、もっと国内外へ発信していってほしいと思っ

た。番組に登場した漁業者が年配の方ばかりで、若い人がいなかった。今後、若い世

代がどのようにさまざまな課題に向き合っていこうとしているのか、聞いてみたかっ

た。 

 

○  福島の漁業について、その現状と課題を現場で働く人たちを軸にしっかりと伝えら

れていて、分かりやすい構成になっていたと思う。松本さんが借金をしてでも息子の

ために新しい船を購入した姿は、非常に印象的だった。それだけに息子のコメントが

なかったのは、残念だった。東京電力福島第一原子力発電所の事故で発生した汚染水

を処理した水の処分方法など、懸念されている部分を隠さずに、しっかりと伝えてい

てよかった。ただ、処理水の処分方法について、５つの案が示されていたが、海洋放

出以外ではいけない理由についても説明してほしかった。福島県水産海洋研究セン

ターで調査している、魚の安全性についての最新の研究データを紹介することも、消

費者の不安を払拭することにつながると思った。 

 

○  漁業に携わる人たちの心意気が伝わる番組だった。松本さんの「取ってなんぼの世

界」ということばから漁師の誇りを感じた。福島県水産海洋研究センターの海底調査

についても分かりやすい説明があり、きちんと理解することができた。淡水魚と海水

魚のセシウムの取り込みの違いについてもはじめて知ることができ、勉強になった。

若者が漁業者を志し、それに応えるために年配者が頑張るという構図がはっきりして
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いて分かりやすかった。また、ナレーションもとても聞き取りやすかったと思う。３

年後、５年後、松本さん親子を中心に、時間軸が分かるような番組をぜひ作ってほし

いと思った。ただ、出演者の中に服装が少し乱れた人がいたので、声をかけて直して

もらうなどの配慮が必要だと思う場面があり、少し残念だった。 

 

○  福島の漁業について、次の世代も漁業が継続できるように奮闘する漁業者の姿や、

補償に頼らずに自力で生活を取り戻そうとする漁業者の思いが、非常によく理解でき

る構成だった。汚染水を処理した水の海洋放出の問題もよく理解できた。また、スタ

ジオに専門家を招いて解説をするという演出がなかったのもよかった。現実と漁業者

の思いを淡々とつづることで、スタジオの解説がなくても説得力のある番組ができる

と感じた。荒海で鍛えられた年配の漁業者たちのたくましさが、よく表れた番組だっ

たと思う。次の世代の代表者である若者の声も聞いてみたかった。 

 

○  漁業者や仲買業者、研究者などさまざまな視点から、漁業の復興に取り組む姿をオ

ール福島の取り組みとして紹介したことで、海の復興という大きな視点で見ることが

できた。福島県全体の魚介類の水揚げ量が震災前の １５％程度にとどまっている理

由について、いくら取っても売れないからだと思っていた。試験操業を続けてきた理

由が、風評被害を心配して自分たちで規制をかけていたという事実に驚いた。漁業者

にとって風評被害が深刻だったことを改めて感じた。消費者として一番気になるのは、

魚の安全をどのように確認しているのかという点だと思う。福島県水産海洋研究セン

ターで行っている取り組みや調査結果を詳しく取り上げていたのは、とてもよかった

と思う。どのような調査がされ、結果はどうだったのか、解明されていることとでき

ていないことをはっきり番組で伝えることは、消費者の安心感につながると思う。今

後もさまざまな場面で、福島の海の状況を、東北そして全国に伝えていってほしいと

思った。 

 

（ＮＨＫ側） 

  若い世代の声が聞きたかったという意見をたくさんいただ

いたが、今回は残念ながら応じてくれる人が見つからなかっ

た。今、処理水をどうするかという問題が大詰めになり、福

島の漁業関係者の間に緊張感があり、取材に応じてくれる人

が少ない。若い世代の声は取り上げたかったが、取材が難し

い状況だった。また、魚に含まれる放射性物質の調査の様子

は取材はしていたが、今回は番組時間の制約もあり紹介でき

なかった。風評被害の実態については、正式な調査がされて

いない状況だ。震災から１０年に向けて、取材を行っていき
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たいと考えている。今後、全国に向けて放送する予定もある

ので、頂いた意見も参考にしながら、引き続き取材を続けて

いきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ９月１８日(金)のプロフェッショナル 仕事の流儀選「魔性の花に、魅せられて～

育種家・鷲澤幸治～」(総合 7:30～8:20 秋田県域)を見た。１月に全国放送されたも

のを秋田県内向けに再放送したものだが見やすい時間に再放送されていてとてもあ

りがたかった。仕事への姿勢、特に決めたら妥協せずにやる強さなど、学ぶことが多

いと感じた。番組は鷲澤さんの魅力を丁寧に追い、引き込まれる作りになっており、

取材者は何度も足を運ぶ中で、ぶっきらぼうだが実は気遣いのできる鷲澤さんの人柄

を、自然に引き出せるまでに信頼関係を築いたのだと感じた。 

 

○  ９月１８日(金)の発見！あおもり深世界「ひと事ではない！？ 青森を襲う“水害

の危機”」を見た。近年、天災で大きな被害のない場所のためか、ひと事と捉える人

も多いことに驚いた。八戸市馬淵川周辺はひとり暮らしの住民の高齢化が進んでいる

おり、避難勧告が出ても 801 人中６人しか避難しなかったことを取り上げていた。今

まで大きな被害を受けていない経験から腰が重くなりがちだが、実際に大きな影響を

受けるのは高齢者である自分だという自覚が薄いことがよく分かった。他にも、ため

池の危険や災害拠点病院の水害対策の課題などが紹介された。一つ一つが大きな課題

であるが、テーマが多すぎて中途半端に終わってしまったことが残念だった。一度に

放送しようと考えず、テーマを絞り、深めて放送をしてほしいと思った。また、番組

ではゲストの役割に疑問を感じた。出演者を選ぶときには、人選についてよく考えた

ほうがよいと感じた。 

 

○  ９月２５日(金)の東北ココから 震災１０年へ「こころの復興はいま～行方不明と

いう喪失を抱えて～」を見た。東日本大震災での死者と行方不明者の人数について、

区別してみない人も多いと思う。肉親を亡くした人の悲しみはもちろんだが、その一

方で、身近に行方不明の人がいることで心の傷を抱えている人も多いということが、

よく分かる内容だった。また、完結できない苦しさも表現しており、心の復興曲線も

興味深かった。自助や共助だけでは解決できない問題も絡んでいると改めて感じた。 

 

○  １０月９日(金)の東北ココから「東日本大震災１０年へ定点映像が紡ぐ“復興秘

話”」を見た。被災地の町が変化していく復興の過程を記録するのは、被災地の報道

機関にとって一つの使命だと思う。１００か所も撮影してきたことに驚いた。また、
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カメラで捉えた映像の中に映り込んだ人に焦点を当て、その人を捜し出して震災から

現在までの日々を振り返ってもらう構成は、取材によく通ったからこそ得た着眼点で、

すばらしいと思った。取り上げた人も、それぞれにドラマがあり非常に見応えがあっ

た。すぐに住宅を再建できない人や、商売をやめざるを得ない人など、復興の中の厳

しい現実もしっかりと紹介していた。番組の最後で石巻市での芋煮会で、引っ越して

きた若い家族との触れ合いを紹介していて、今後の新たなコミュニティーづくりへの

かすかな希望が感じられ、非常にいい終わり方だった。必要最低限の字幕だけの演出

で過不足なく伝えており、ナレーションがないことが、落ち着きをもたらし、番組の

メッセージがよく伝わった。 

 

○  １０月９日(金)の「東北ココから」を見た。定点観測だと単純に当時と今の比較だ

けになることもあるが、今回は、人を捜すところから始まる、興味を引く作りだった。

また、定点映像だけではなく、アンケートも行ったことで非常に複層的になり、番組

の質が高まった。また、コミュニティーの大切さについても深掘りされており、意義

のある番組だと改めて感じた。石巻と釜石の復興の差は良い、悪いという次元ではな

く、町として選択した復興の進め方はそれぞれ違うのだと思った。 

 

○  １０月９日(金)の「東北ココから」を見た。１０年の定点観測の中にいろいろな物

語があるのだと感じた。ただ、仙台局と盛岡局の共同制作ではあったが、作り手側の

主体が見えにくく、番組全体のまとまりに少し疑問が残った。今後、例えば、放送局

ごとにそれぞれの地域の特性に合わせて、復興の形の是非と今後の課題を問いかける

形で、もう一度番組を作ってほしい。１００か所で定点観測した映像を用いて番組に

することは、町の変遷や、そこに住む人々の心と暮らしの変遷も語るという点では大

きな意義がある。取材も大変だと思うが、ぜひ続けてほしい。 

 

○  １０月１０日(土)の被災地からの声「岩手県釜石市」を見た。登場した７０代、８

０代の方がとても前向きな発言をしていた。「生かされた命を大事に、前に向かって

生きる」と話す明るい表情に励まされた。新型コロナウイルスの影響で苦しい状況が

続いていても、地方への移住が増えているからチャンスだと話す方もいて、地元への

愛を強く感じ、元気をもらった番組だった。 

 

○  ８月３０日(日)の「サンデースポーツ２０２０」では、とんねるずの石橋貴明さん

をゲストに招き、大越キャスターとプロ野球について話をしていた。２人が同世代の

高校球児で野球に対する造詣が深く、やり取りが非常におもしろかった。石橋さんが

プロ野球選手から直接メールで情報を得て番組で紹介するなど、見応えがあった。大

越キャスターと石橋さんのやり取りからは、純粋に野球を愛していることが伝わって
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きた。石橋さんには今後も番組に出演してほしいと思った。大越キャスターが９月い

っぱいでサンデースポーツを離れてしまったのは残念だ。 

 

○  ９月２４日(木)のクローズアップ現代＋「クリックを“代行” いいね・閲覧数増

やすビジネス驚き実態」を見た。ネット上のクリックを代行するビジネスが急速に拡

大していることを紹介していた。新型コロナウイルスの影響で収入が減った主婦やバ

イト感覚の学生などが、専門業者の依頼を受けて代行業をしているという社会的な課

題を浮き彫りにしていた。また、これがビジネスとして成り立っていいのかという問

題提起もしていてよかった。あまり知られていないが確実に広がっている現象をあぶ

り出すのは、「クローズアップ現代＋」らしく、よい番組だった。 

 

○  ９月２７日(日)の今夜も生でさだまさし「～山形庄ナイト！～」(総合 前 0:35～

2:05)を見た。番組の大部分が視聴者からのはがきをベースにしたトーク番組で、昔

ながらのよい演出だと思った。山形放送局の野口葵衣アナウンサーが酒田舞妓に扮し

て、自作のフリップで芋煮会の話題を紹介していた。転勤があるＮＨＫのアナウン

サーが地域に親しみ、その地域の良さを知ってもらい、異動したほかの地域で、元い

た地域の良さをＰＲしてもらえたらうれしいと思った。 

 

○  １０月１日(木)のＮＨＫ地域局発ナビゲーション「激変！“地方移住”新たな生き

方・働き方とは」を見た。新型コロナウイルスの影響でリモートワークの導入が進み

移住が増えているという話だった。今回取り上げた地域は、東京から新幹線で１時間

あまりの通勤圏とも言える場所への移住の話で、少し期待していた内容ではなかった。

地方では、限界集落にどうやって移住者を増やすかということを考えているので、移

住という課題に対する東京との温度差を感じたが、勉強になった。 

 

○  １０月１４日(水)の連続テレビ小説「エール」（８８）「戦場の歌」を見た。「露営

の歌」を森山直太朗さんがフルコーラスで歌い、死を目前にした戦地であっても生き

ている意味を見いだすことができるような映像だった。今回だけで一編の戦争映画の

傑作を見た思いで、ドラマを通じて、歌は生きる希望になると感じた。連続テレビ小

説では異例の戦場描写で、どうにもならない悲劇があることを痛感させられた。イン

ターネット上の意見では、「朝から重い」や「子どもに見せられない」というものも

あったが、戦後７５年の今、戦争を知らない世代へ、その恐ろしさを伝える迫力のあ

る内容だったと思う。 

 

○  大河ドラマ「麒麟（きりん）がくる」を見ている。織田信長や豊臣秀吉という有名

な人物より、歴史的にはっきりとわかっていない部分も多い明智光秀をメインにした
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内容で、今までに知らない世界を見せてくれるドラマとして視聴者の興味を引いてい

るのではないか。歴史を忠実に再現するよりは、歴史的によく分かっていない部分に

対してもしっかりと創意工夫を凝らし、自由な発想でドラマを作っていくことを期待

したい。 

 

○  １０月１０日(土)のＥＴＶ特集「“ワケあり”りんご」を見た。ワケありというの

は、少し色が違うりんごでも皮をむくとおいしかったり、普通のりんごと遜色がな

かったりするという、りんごを人間に例えた番組だった。家族全員がいわゆるワケあ

りの人たちで、彼らの苦しみながらも愛情あふれる絆を作るという姿が印象深かった。

やはり「ＥＴＶ特集」は期待を裏切らないと思った。ハンセン病の女性の手記風の語

りで番組が進むが、この語りが秀逸だった。アクセントも地域のことばで、一般の方

による語りだったが、非常にリアリティーがあった。最後のコメントにあった「ワケ

ありでもリンゴはリンゴなんだ。人間は人間なんだ」ということばは胸に響いた。 

 

○  ９月２９日(火)のシャキーン！「つるつる最高～！」を見た。「まつりばなし」と

いうコーナーで秋田の人形道祖神をテーマにした歌を、秋田出身歌手、青谷明日香

さんをゲストボーカルに迎え、ユニークなアニメをつけて放送していた。鹿島様、鍾

馗様、道神様と東北の豆知識が入っていたり、大人もはまってしまう魅力のある歌

だった。８月１４日に始まった「オドモン」という番組の中にも「フォークのフォー

ク」というおもしろい歌がある。Ｅテレで流れる不思議な魅力のある歌の数々は、聞

くと耳に残る。ただ、気軽に聞くことができず、何か放送以外でもＣＤや外部メディ

アなどでも聞けるようになるといいのではないか。 

 

○  １０月２日(金)のムジカ・ピッコリーノ「決断（けつだん）」を見た。毎回、世界

の様々なジャンルの音楽を忘れられた名曲として取り上げるが、聞いたことのある曲

ばかりで、思わずテレビに目が行ってしまう番組だ。この日の曲はオペラで、歌劇「カ

ルメン」からハバネラ「恋は野の鳥」だった。オペラの声を響かせる歌い方や、ポル

タメントという歌い方の特徴を子どもにもわかりやすく紹介しており勉強になる。さ

らに、最後の歌と演奏がすばらしく、ジャンルにとらわれず、さまざまな音楽のよさ

を知ることができる。子どものうちからさまざまな音楽に触れることができるとても

よい番組だと思う。 

 

○  １０月１日(木)のヒューマニエンス ４０億年のたくらみ「オトコとオンナ “性”

のゆらぎのミステリー」を見た。実は性別とは男と女の２種類にきっぱり分けられる

わけではないという最近の研究の話からスタートして、最初から引きつけられた。中

でも、将来的には男性がいなくなってしまうかもしれないという研究には、とても驚
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いた。一般の人でも興味を持てる内容が盛りだくさんで、分かりやすい解説があり、

思わず誰かに話したくなるような知識を得ることができた。研究者がたくさん出演し

ていたが、堅苦しくないのがよかった。番組を見ていて、もっと勉強したい、知らな

いことが分かるというのはおもしろいと感じた。家族で学べるいい番組だ思う。今後

にも期待したい。 

 

○  １０月１日(木)の晴れ、ときどきファーム！「ソロキャンプ！気ままな時間を楽し

もう」を見た。キャンプの初心者にも分かりやすい内容を紹介するのかと思ったが、

期待は見事に裏切られた。出演者が勝手気ままに自分なりの楽しみ方を見せるつくり

だった。視聴者に紹介するということではなく、出演者が楽しむ姿を見て感じて欲し

いというねらいが、痛快だった。準備中の真剣な表情と完成した自分だけの空間でゆ

ったりと楽しむ表情が対照的でよかった。また、それぞれが自分だけでタープを張り

一人の空間を楽しむが、自分のペースで何かを成し遂げれば、他人のせいにしなくて

も済むという、究極の自己責任の楽しみ方を紹介していると思った。ソロキャンプは

非常におもしろいというのがよく分かる、よい番組だった。 

 

○  １０月６日(火)の魂のタキ火（１）「車窓の灯りが闇に沈む＠阿佐ヶ谷」は、都会

の屋上で、たき火を囲みゲスト３人が話をする番組だった。暮れていく街、走り去る

電車など周りの風景とたき火の炎や音が合わさり、とても暖かくて少し感傷的な気持

ちになる不思議な時間を体験した。明るいスタジオではきっと引き出せないゲストの

心の内も、この雰囲気が引き出してしまうなど、ゲストの人間味を感じさせる番組

だった。気になったのは、たき火の近くに消火用水や消火器が全く映っていなかった。

番組を見ると「たき火をしたい」と感じる人が多いと思うので、風景の一部として置

いてほしい。夜眠れないときや、のんびり過ごしたいときに見たくなるような、いい

番組だった。 

 

○  ９月２０日(日)のシリーズ 大英博物館（１）「響き合う大地－古代ギリシャ・メ

ソポタミア・中世イギリス－」(ＳＨ４ 後 11:15～前 0:30)と（２）「創造の秘密へ－

古代エジプト・アフリカ－」後 11:15～前 0:15) を見た。大英博物館の 800 万点もの

コレクションからテーマに沿ったえりすぐりの品々を、それぞれの宝物が持つ物語と

ともに丁寧に解説する番組だった。第２回の「創造の秘密へ」では、人類創生期のア

フリカの礫石器から始まり、エジプトの遺物までのものづくりを通して、人類の歴史

をひもとくプログラムで、ものづくりから人類史を考える視点が勉強になった。今後

何回続くか知りたいが、ホームページには載っていないので教えて欲しい。こうした

知的好奇心を満足させてくれる良質な番組を期待している。 
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ＮＨＫ仙台拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０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仙台拠点放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。会議では、まず、２０２０年度後半期の国内放送

番組の編成について説明し、２０２１年度の番組改定と合わせて意見交換を行った。 

続いて、９月１１日(金)放送の震災１０年へ「あの日、何をしていましたか？」（総合）

も含め、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、放送番組モニター

報告と視聴者意向報告、１０月の番組編成の説明が行われ、会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  坂田 裕一（ＮＰＯ法人いわてアートサポートセンター 理事長） 

副委員長  佐藤 美嶺（防災士） 

   委 員      丑田 香澄（一般社団法人ドゥーラ協会 理事） 

桂木 宣均（日本地下水開発（株）代表取締役社長） 

鷹山ひばり（七戸町立鷹山宇一記念美術館 館長） 

南條 和恵（仙台大学柔道部女子監督） 

         西内みなみ（桜の聖母短期大学 学長） 

         宮川 宏 （河北新報社 論説委員会副委員長） 

八代 浩久（東北電力（株）取締役 常務執行役員） 

          

（主な発言） 

 

＜「２０２０年度後半期の国内放送番組の編成」および 

「２０２１年度の番組改定」について＞ 

 

○  「ＮＨＫ地域局発」という新しい番組が設けられたことは、とてもありがたい。ま

た、「４Ｋでよみがえるあの番組 新日本紀行」もとても楽しみだ。また、東日本大

震災が発生した際、ふだんから聞きなれた地元の民放ラジオ局からの情報で、安心感

を得た人は多かったと思う。ラジオの持つ親しみやすさは、視聴者とのつながりを作

るうえで、大きな働きをしたと思う。ＮＨＫでも今後、地域のラジオ番組を通じて、

視聴者との交流をより深めるような機会を増やしていってほしい。災害時には、民放

とＮＨＫが手を組むなど、市民の力になる報道を期待している。 

 

（ＮＨＫ側） 

   頂いた意見は、今後に生かしていくように検討したい。 
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○  地域からの情報発信を強化することは、地域に住んでいる者としてうれしい。新型

コロナウイルスの影響もあり、地域への関心が高まっていると感じている。地域の魅

力をさらに発見できるような番組づくりをしていってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＮＨＫにとって、災害報道は重要な使命だ。きめ細かな報

道をこれからも続けていきたい。 

 

＜震災１０年へ「あの日、何をしていましたか？」 

東北ココからスペシャル「震災１０年へ あの日、何をしていましたか？」 

（総合 ９月１１日(金)放送）について＞ 

 

○  多くの人々とともに１１日午後２時４６分を迎えながらの番組構成で、本当にその

時に戻ったような気持ちで見た。福島県については、東日本大震災と東京電力福島第

一原子力発電所の事故はどうしても切り離せず、あの日以降、絶望感が続き、しばら

くは当時のことを話すことができない人も多かったと思う。この番組が、何年か前に

放送されていたら見ることができなかったと思う。しかし番組内で、避難所で詠まれ

た川柳などが紹介され、絶望の中にこそ笑いが必要ではないかという問いかけに心が

動かされた。やはり絶望だと言っているだけではなく、希望を持って最善を尽くして

生きることが大切なのだということを分からせてくれる非常に良質な番組だった。 

 

○  視聴者に対するアンケートやインターネットで募集した投稿を紹介する構成は 

一緒に参加している気持ちになれてよかった。ただ、投稿を画面で紹介する際に文字

が小さくて見づらかった。一方、女優ののんさんの朗読がとてもよかった。つらい話

題なのだが、しっかりと胸に刻まれ、すっと心に入ってくる感じがした。ただ、リモー

ト出演した映像の画質が悪く残念だった。また、お笑い芸人のサンドウィッチマンの

２人が、気仙沼で実際に被災したときの経験を話しており、防災に対する意識が薄い

人にも、いつ誰にでも起こる可能性があるということが伝わる構成になっていたと思

う。 

 

○  視聴者それぞれが震災発生時を思い起こしたときに、現在の自分の置かれた状況や

気持ちを見つめることにより、これから何をなすべきかを考えるきっかけを与えてく

れる番組だった。インターネットで視聴者が参加することは非常にいい企画だが、投

稿した内容を画面に表示する文字が小さく見にくかった。アナウンサーが読み上げて

紹介するなど、伝わりやすい演出にしてもらえるともっとよくなったと思う。視聴者
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へのアンケートでは、４択だけでは答えにくかったのではないか。震災について、  

４つの選択肢から１つ選ぶというのは無理があると思うので、今後、もう少し工夫し

ていってほしい。 

 

○  これまでも震災関係の番組を見てきたが、今回は全く違うアプローチだった。全国

のさまざまな人の、あの日何をしていたかというエピソードをお笑い芸人の鉄拳さん

のイラストなどで紹介し、自分にとっての東日本大震災を考える機会を提供するとい

うアプローチで、非常に興味深い構成だった。震災の記憶の風化や、震災で生まれた

日本人の絆の継承が希薄になっていると言われているが、そうしたものの大切さを視

聴者に訴えかける内容になっていた。一方で、疑問が残る部分もあった。番組の冒頭

で、「お茶っこ」をしながら気軽な感じで「楽しみながら何かを感じてほしい」とい

う話があった。震災のことを話すときに、楽しいという表現は合わないのではない

か。また、スタジオの出演者の役割が明確ではなかったと感じた。さらに、ＮＨＫと

して来年の３月  １１日までにどのような取り組みをしていくのか、この番組の位置

づけの説明がなかったため、唐突感があった。 

 

○  息子２人を津波で亡くした方の姿を見て胸が締めつけられる思いがした。時が止

まったまま、前に進めない被災者がいる一方で、震災がなかったら音楽の道に進んで

いなかったサウンドアーティストの方の「忘れてもいい」ということばが印象に残っ

た。９年半たっても改めていろいろな考え方があると気づかされた。番組中に、震災

についての投稿を呼びかける「＃そういえば」については、あの日から時が止まって

いる方や今も心の傷を抱えている方からすれば、そぐわない表現かもしれないが、震

災の記憶の風化が進んでいる現状では、多くの人にとって「そういえば」のほうが実

感に近いのかもしれないと思った。今後、今回の番組ではほとんど触れられていなか

った東京電力福島第一原子力発電所の事故のことに関しても、きちんと別の形で取り

上げてほしいと思った。 

 

○  大きなプロジェクトにスポットを当てるのではなく一人一人の記憶、それぞれの震

災のエピソードに耳を傾けるという番組構成がよかった。多角的な立場、視点から震

災を見つめることで、視聴者側も自分という視点から番組に入り込め、震災について

考えるひとときになったのではないか。震災当時に分べん台の上にいたという方の話

が印象に残った。多くの命が失われたが、その時誕生した命もあり、命の尊さを考え

させられた。若い世代にどう震災を伝えるのかという課題が出ていたが、この番組は

若い世代を含めて、家族で見られるという点がよかったと思う。あの日、何をしてい

たのかということを家族で話すきっかけにもなったと思う。 
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○  東日本大震災の直後から放送している「被災地からの声」という番組でキャスター

を務める津田喜章アナウンサーが出ていたことは大きな意義があった。ただ、お茶を

飲みながら話せるような話題ではないと感じた。やはり私たちは心を新たにして、あ

のときのことを忘れないことが必要でありそれが生き残った者たちの使命だと思

う。こうした番組を作るときには、ことばの一つ一つが大きな意味を持つので、気を

つけて伝えていく姿勢が強く求められると感じた。今後、震災の教訓を受け継いでい

くために東北の人がこれからどのような形で貢献できるのかという点もＮＨＫの番

組で指針となるようなものをを示してほしいと思った。 

 

○  震災から１０年に向けて、あの日を視聴者とともに見つめ直すこの番組を東北だけ

ではなく、全国で放送したことをうれしく感じた。ＶＴＲでも、東北だけでなく全国

の方のコメントを取り上げていてよかった。ただ、アンケートで「あの日のことを思

い出すきっかけは？」という質問に対して、回答の選択肢の中に「忘れたことがない」

という項目がなかったことに違和感があった。また、「お茶っこ」をしながら進行す

る演出も気になった。実際に被災した方と話すときは、お茶を飲んだり漬物を食べた

りしながら明るく話すこともあるのだが、今回スタジオにいた方たちは、当時東北で

被災した人が少なく、笑いながら話すことは難しく、今回の番組の演出としては無理

があったのではないか。また、東北人ではない立場から、支援について話すことがで

きるゲストがいれば、もっと多角的な話しが聞けたのではないか。 

 

○  ゲストの話、アナウンサーの進行、朗読など、語りの役割について考えさせられる

番組だった。のんさんの語りは心に迫るものがあった。落差を感じたのは当時のニュ

ース映像の中で、アナウンサーが「大地震が起きた模様です」と無味乾燥に原稿をそ

のまま読むような伝え方をしていた部分だ。もっと切迫感が伝わる、自分の思いを込

めた伝え方ができないのかと感じた。自分の思いというものが出たほうが視聴者には

説得力があると思う。長期にわたって被災者と向き合ってきた津田アナウンサーの話

は、自分の思いが出ていてとても親しみを感じた。後半のゲストに話しを聞く部分で

は、それぞれの役割を十分に引き出せていなかったのではないか。ゲストの人数やア

ナウンサーが複数いる場合、それぞれの役割などもう少し考えたほうがよかったと思

う。 

 

○  あの日、被災地にいたわけではないのに見るのがつらい、まだ見たくない思いが先

行した。それでも、冒頭のアナウンサーの「何かを感じ合う時間にしたい」というこ

とばに救われた。被災者の数だけ物語があるのだと思う。しかし、２時台の番組は、

誰もが語れる当時の話だからこそ、一本調子の流れとなり少し緩慢な感じがし た。

のんさんの朗読、鉄拳さんのイラストが、番組にとても合っていた。できれば、鉄拳
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さんのパラパラ漫画も見たかった。また、ゲストの小島慶子さんの鬼気迫る当時のラ

ジオ番組を聞いてみたくなった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  あの日の自分の気持ちを思い出し、震災について話すことの

垣根を下げることで、記憶の風化を防ぐことにつなげたいと今

回の番組を企画した。「お茶っこ」は、避難所で取材をすると、

多くの方がお茶を飲みながらユーモアを交え話してくれること

もあり、その雰囲気を視聴者の方にも届けたかったのだが、今

回に関してはもう少し配慮が必要だったかもしれない。頂いた

意見は、今後に生かしていきたい。また、「＃そういえば」を使

用したのは、震災のことを、日頃から話してほしい、被災地以

外の方々にも思い起こしてほしい、被災者が心に留めていた気

持ちを話すきっかけにしてほしいという思いがあった。市民の

皆さんと一緒に話し、考えていくプロジェクトなので、今後、

継続して議論をしていきたいと思う。 

 

（ＮＨＫ側） 

  この番組をこの時期に放送したのは、東日本大震災当時のこ

とを、それぞれが考える時間をつくってほしいと考えたからだ。

これまでの自然災害とは違い、３月１１日の午後２時４６分を

きっかけに人生観が変わった人が多いと思う。震災から１０年

を迎える半年前のタイミングであの日を思い出し、声を寄せて

もらい、番組で紹介して議論をする中で、今後、震災１０年に

向けてどのように伝えていくべきか考えるきっかけにしたいと

考えた。今後、議論を深め、来年の３月１１日につなげていき

たいと思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ８月７日(金)の東北ココから「気仙沼で今 見えてきたもの」を見た。日本の遠洋

漁業は外国人材に支えられているという事実、そして気仙沼の産業の支えとなってい

るのは漁業だという事を改めて考えさせられた。食堂を切り盛りする女性と新人漁業

者の男性が登場したが、２人の人物のコントラストが非常によく描かれていて、若い

人がどう漁業に関わり、自らの人生を切り拓いていくのか、興味をかき立てられた。

また、漁師のためにオープンした銭湯については、起業した理念がすばらしいと思っ
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た。公衆浴場が減少している昨今だが、今後も報道を通じ「公衆」のための浴場であ

るという面を伝えていってほしい。遠洋漁業に出るため家族とのしばしの別れの場面

は、視聴者の泣きを誘うための作りではなく、事実を伝えることに重きを置いていた

ので、胸に迫るものがあった。 

 

○  ８月１５日(土)の「戦後７５年 東北の戦争を語り継ぐ」(総合 前 7:35～9:59 東

北地方)を見た。これまでに東北で制作された戦争に関連したリポートを３本まとめ

て放送していた。東京大空襲や広島、長崎のことについては学校でたくさん勉強する

が、今回の内容は東北の出身者でもあまり知らないものだったと思う。自分が住んで

いる土地でどんなことが起きたのかを知ることは、戦争を遠いどこかで起きたことで

はなく、身近なところで起きたことだと実感するのに大切だと改めて感じた。戦争を

体験した人たちが高齢になって、直接話しを聞く機会が少なくなる中で、これまで取

材した内容を番組化してもらえることはとても貴重だと思う。戦後７５年は、さまざ

まな番組で特集していたが、後世に残すために今後も取材を続けていってほしい。 

 

○  ９月４日(金)の東北ココから「震災×コロナ 観光再生のカギは」を見た。新型コ

ロナウイルスの影響で大きな打撃を受けた東北の観光業について取り上げていた。宮

城県の南三陸町にあるホテルでは、被災地を案内するバスツアーを企画するなどして、

修学旅行生を受け入れる事例が紹介されていた。震災伝承など東北ならではの取り組

みで、訪れる方を増やそうというとてもいい取組みで、もっと普及してもいいのでは

ないかと感じた。山形県から来ていた中学生を取材していたが、例年、修学旅行は東

京に行っていたということだった。東北では、修学旅行で東京に行くことが多いと思

うが、なぜ東京なのかと改めて疑問に思った。 

 

○  ９月４日(金)の きんよる秋田スペシャル「親子で楽しむ 昆虫超世界」(総合 後

7:57～8:42 秋田県域)を見た。８月に秋田局内で行われた「昆虫だいすき！Ｂｕｇｓ 

Ｐａｒｋ」というイベントの様子を伝える番組で、親子で楽しめる内容だった。日本

一昆虫が大好きだという宮﨑慶太アナウンサーが登場した。昆虫の魅力を知ってもら

いたいという宮﨑アナウンサーの熱い純粋な思いを視聴者に伝える構成になってい

て、見ている側までわくわくしてしまうような魅力的な番組だった。この番組を見て、

虫取り網を持って外に遊びに出かける子どもたちも多いと思う。自然の中で遊ぶ機会

が減ってきている中で、行動のきっかけになる、このような番組をもっと増やして

いってほしいと思う。 

 

○  ９月７日(月) の逆転人生「少年院・刑務所から再出発 “一発アウト”の社会に

挑む」を見た。刑務所や少年院から再就職を支援する求人誌を創刊した女性編集者の
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三宅晶子さんが主人公だった。日本では、受刑者の３人にひとりが、５年以内に刑務

所に逆戻りしてしまうという、社会復帰が難しいという現実がある。罪を償った人が

やり直せる優しい社会になってほしいという三宅さんの熱い思いが伝わってきた。元

受刑者の就職先が決まり働けるようになったときの表情がとても印象に残った。「あ

なたがその立場にならないと言えますか」ということばが胸に刺さった。自分自身に

置き換えて、いろいろと考えさせられる内容だった。 

 

○  ９月１２日(土)のチコちゃんに叱られる！「救急車のピーポー▽レストランの氷▽

山手線」を見た。印象に残ったのは、救急車、パトカー、消防車のサイレンの音。昔

はどれも同じだったそうで、クレームが入ったことで、サイレンの音が開発されたと

いうことには驚いた。この番組は、ただ知識を教えるのではなくて、チコちゃんとい

うキャラクターを通して、おもしろおかしく視聴者に伝えるところが魅力だと思う。

また、ゲストの魅力も伝わるのも見どころだ。今回は俳優の豊川悦司さんとモデルの

池田美優さんという豪華ゲストだった。これからもどのようなゲストが登場するのか

楽しみだ。 

 

○  連続テレビ小説「エール」が、９月１４日から放送再開となりうれしく思っている。

ただ、主人公のストーリーよりもほかの登場人物について描く時間が多く取られてお

り残念だ。主人公のモデルである古関裕而さんは数々のすばらしい名曲を作曲されて

いる。その名曲が生まれる背景など、主人公を主軸にしたストーリーを早く見たい。 

 

○  連続テレビ小説「エール」について、第１回から再放送されたおかげで初めから見

ることができた。放送を中断せざるを得ない逆境を、多くの方が作品に触れ直すチャ

ンスだと捉えたことがすばらしいと感じた。人生を、笑いあり、涙ありでいきいきと

表現する連続テレビ小説は、見る者を元気づけると感じている。「人よりほんの少し

努力するのがつらくないものが見つかったらそれにしがみつけ」など、日々の生活に

も生かせる台詞が印象的だ。９月１２日(土)の「土曜スタジオパーク」には、ヒロイ

ンを演じる二階堂ふみさんが出演していた。歌を習ってきたわけではない二階堂さん

が、この作品のために歌のレッスンを頑張った様子が紹介され、二階堂さんの努力す

る姿にもエールをもらった。若者を含めて幅広い層に見てほしいドラマだ。 

 

○  ７月１７日(金)から放送しているドラマ１０「ディア・ペイシェント～絆のカルテ

～」を見ている。民間の総合病院を舞台に、昨今、増加していると言われているクレ

ーマー化した患者の対応、苦しい病院経営の実態など、現代社会の問題を取り上げて

ストーリー展開された、非常にクオリティーの高いドラマだった。貫地谷しほりさん

が演じる主人公の内科医が、同僚の医師や看護師などに助けられて、患者と真摯に向
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き合って寄り添う努力をする中で、小さい希望が見えたり、人と人との信頼関係が見

いだせる場面では、心が温まる思いがした。今後もこのようなクオリティーの高いド

ラマ作りに取り組んでいってほしい。 

 

○  ８月１０日(月)の【特集ドラマ】ＪＯＫＥ～２０２２パニック配信！」を見た。宮

藤官九郎さん作のドラマだが、主人公がお笑い芸人なので、コメディーだと思って気

楽に見始めたが、サスペンス、ミステリー、最後はホラーと思うような展開でおもし

ろかった。謎解きがテンポよくドラマの中に盛り込まれ、謎解きが終わってほっとし

たところに衝撃のラストシーンがくるのはさすがだと思った。日本でもＩＴ化が進め

られているが、一方でインターネット上のひぼう中傷の問題など、ＩＴに関わる悪い

面もあり、ＩＴは万能ではないという警鐘を鳴らす意味も含まれていたと思う。ＮＨ

Ｋがこのようなドラマを作って放送するという意外さに感心した。 

 

○  ８月６日(木)のＥＴＶ特集「人知れず 表現し続ける者たち」を見た。正規の美術

教育を受けていない人たちが創る独創的な美術作品、アール・ブリュット、その創作

者たちを取り上げた番組だった。自閉症や統合失調症の方などを数人紹介していた

が、見ていて刺激を受ける内容だった。創作に対する熱意と集中力、作品に対する執

念のようなものまで感じられた。創作活動は、その人たちの生きる意味につながって

いて、生きるとはどういうことなのかという根源的な問いかけを突きつけられるよう

だった。 

８月１０日(月)の「“Ｐｌａｙ Ｈａｒｄ”でいこう 福島・磐城 球児たちの誓い」

(総合 後 6:05～6:40)を見た。夏の選抜高校野球大会の中止、監督の突然の異動など、

度重なる試練が訪れ、目標を見失う中でいかに部員たちをまとめるか苦労する主将、

受験勉強にシフトしたほうがいいのではないかと悩む選手など、葛藤を抱えながらも

前に向かう姿を丹念に追った優れたドキュメンタリーだったと思う。交流試合の直前

に放送されたことも非常によかった。 

２つの番組は、いずれもナレーションがなかったが、制作者の過度な感情移入がな

く、番組の内容がストレートに入ってきて、非常に好感が持てた。今後、このような

ナレーションがない番組も増やしていってほしい。 

 

○  ８月２３日(日)の「カラフルファミリー」(総合 前 9:00～9:59)を見た。トランス

ジェンダーのパパ、彼を愛し子どもを産んだママ、２人に精子を提供したパパの３人

が、子どもという存在によってつながり、悩みながら自分たちだけの家族をつくって

いく様子に引き込まれたドキュメンタリー番組だった。ナレーションがなくて、説明

が必要なところにテロップを入れて補う形だったので、家庭のホームビデオを見せて

もらっているようで、自分がとても近い気持ちで見ることができる演出だったと感じ
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た。 

９月５日(土)の ＥＴＶ特集「敏感くんたちの夏」は、ひといちばい敏感な子ども、

ＨＳＣ（Highly Sensitive Child）の子どもたちを特集していた。子どもたちがどの

ようなことに生きづらさを感じているのか、理解しやすい作りになっていた。特に、

元気くんというＨＳＣの男の子と祖母が一緒に旅をして、感じたことをノートに書い

て、お互いに見せ合う場面は、感じ方に大きな違いがあることを具体的に見せていて

印象に残った。 

どちらの番組も多様性について改めて考える機会を与えてくれた。知ることが、そ

の人たちを理解するための第一歩になると思うので、番組を通して本音を話してくれ

た方々に感謝したい。 

 

○  ８月２７日(木)のトライアングル特別編「コロナの中で ナニ考えた？～尾崎世界

観と２６人の高校生～」を見た。しっかりと自分のことばで意見を発言する高校生の

姿に感銘を受けた。印象に残ったのは、意思決定のプロセスが自分たちに見えないと

不信感を持つという発言だった。大人の都合ではなく、当事者である高校生の意見を

聞くことの大切さを痛感した。また、演劇の全国大会に行けなくなった高校生からは、

演劇や音楽などの文化活動が不要不急と言われると、自分の人生そのものが不要不急

に思えてきたという声が出ていた。芸術活動は必要不可欠なものだと思う。想像力と

創造力があれば無限につながって共感できることを伝えられればよかったのではな

いか。その辺りをもう少し踏み込んで考えてほしかった。新型コロナウイルスの影響

下にあっても高校生たちが自分たちの未来をきちんと考えていて、とても頼もしいと

感じた。 

 

○  「きょうの料理」を見ている。時間短縮の料理や男の手料理など、基本から学べる

ような内容でとてもおもしろい。今は、昔からその土地に根付いた郷土の料理を食べ

る機会が少なくなっていると感じている。核家族が増え、年配者から料理を習う機会

も減り、郷土料理が消えつつあるのではないかと危惧している。若い人に、食文化、

食の伝統を伝えるような番組をぜひ作っていってほしい。誰でも作れるような郷土料

理を番組で取り上げることで、全国に郷土料理の魅力が伝わるのではないか。 

 

○  ８月３０日(日)のＢＳ１スペシャル「江戸の知恵に学べ～コロナ時代を生きる術

（すべ）～」(ＢＳ１ 後 11:00～11:49)を見た。国文学研究資料館の館長のロバート

・キャンベルさんがナビゲーターを務め、医学史研究者の奈良女子大学の鈴木則子教

授や、精神科医で筑波大学の斎藤環教授の３人で進める番組だった。専門家だけで進

める演出は、緊張感が出てよかったと思う。江戸時代に、はしかが１３回、コレラが

３回大流行したことを紹介していた。長引く自粛生活を乗り切るヒントや、病の恐怖



10 

に立ち向かう術など、今の時代においてもも、江戸時代に学ぶことがたくさんあると

思った。私たちが失ったものを、もう一度見直そうということを教えてくれた気がし

た。 

 

○  ７月２９日(水)の英雄たちの選択「平清盛のマネー革命～銭の力で新時代をひら

け！～」を見た。平清盛が宋との交易を通じて、宋銭を大量に輸入して、日本に貨幣

経済を導入しようとした取り組みを紹介していた。武将という側面ではなく、税制や

財政の改革に取り組んだ平清盛の姿が描かれていて興味深く、楽しめる番組だった。

清盛が目指した貨幣経済が、その後、鎌倉幕府では土地本位制に移り変わる中で、輸

入した宋銭がどのような運命になったのかという点も取り上げてほしかった。歴史的

に貨幣経済に取り組んだ他の人物の紹介もあれば、さらに内容が深まったのではない

か。 

 

○  ８月２１日(金)の新日本風土記「祭りのない夏に」を見た。新型コロナウイルスの

影響で全国各地の祭りが中止される中、夏の祭りに関わる人たちの人間模様を、過去

の映像と、今祭りができないという苦もんを合わせて構成した番組で、とても見応え

があった。祭りのない夏は、日本中の人々につらい思いを残したとつくづく思った。

過去の映像も含め、地域の暮らしや伝統芸能についてきちんと描くことはＮＨＫの得

意とするところだと思う。「日本風土記」「新日本紀行」「新日本風土記」と続いてき

た番組だが、これからも大切にしていってほしい。今、限界集落が増えて、衰退する

地域も多い。地方の魅力である祭りや伝統芸能について、きちんと評価し、映像化し、

伝えていくという役割をＮＨＫには期待したい。今後の地域の在り方についても踏み

込んで番組にしていってほしい。 

 

○  ８月２３日(日)のよみがえる新日本紀行「城下町・米沢～上杉藩の遺産～」を見た。

今から５０年ほど前に放送された番組は貴重な映像資料だと感じた。都市のさまざま

な取り組みを見ることで、その後どう推移したのかを検証することができる。地方を

存続させるための新しい発想が生まれることもあると思う。時を経て「今」を深く感

じさせることができる番組だと思うので、今後も期待している。 

 

 

ＮＨＫ仙台拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０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仙台拠点放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、東北ココから「ｗｉｔｈコロナ 食から広がる暮らしの変革」も含

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、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、８月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  坂田 裕一（ＮＰＯ法人いわてアートサポートセンター 理事長） 

   委 員      丑田 香澄（一般社団法人ドゥーラ協会 理事) 

桂木 宣均（日本地下水開発（株）代表取締役社長） 

佐藤勘三郎（（株）ホテル佐勘 代表取締役社長） 

鷹山ひばり（七戸町立鷹山宇一記念美術館 館長） 

南條 和恵（仙台大学柔道部女子監督） 

         西内みなみ（桜の聖母短期大学 学長） 

         宮川 宏 （河北新報社 論説委員会副委員長） 

八代 浩久（東北電力（株）取締役 常務執行役員） 

          

（主な発言） 

 

＜東北ココから「ｗｉｔｈコロナ 食から広がる暮らしの変革」 

（総合 ７月１０日(金)放送）について＞ 

 

○  食という身近で多くの人にとって関心のあるテーマを扱いながら、今後の地域づく

りのあり方まで踏み込んだ内容で見応えがあった。仙台市内にある居酒屋を中心に生

産者と消費者がつながった事例は、新しい循環をつくる取り組みになるのではないか

と思った。東北の食材を扱う通信販売のサイト運営代表の髙橋博之さんが「食材の値

段以外の判断基準が大事だ」ということばが印象的だった。リモート出演したゲスト

で環境ジャーナリストの枝廣淳子さんの話は、東北の地域経済の今後を考える上で、

非常に示唆に富んでいた。スタジオゲストとして出演した財団法人ＡｕＢｌｅｓｓ代

表の丹治奈緒子さんが、今後の東北の地域づくりについて話していたが、示唆に富む

内容でよかった。 
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○  新型コロナウイルスの感染拡大で大変な状況の中、人とのつながりで暮らしを豊か

にする方策を考える内容でとてもよかった。番組のテーマが画面の右上に表示されて

いたが、もう少し大きい方が見やすかったのではないか。持続可能な地域社会をどう

作っていけばいいのかというゲストの枝廣さんの話は分かりやすかった。居酒屋で野

菜を売る取り組みを紹介していたが、もともと地元の野菜だけを扱っていたのかなど、

背景をもう少し説明してほしかった。新型コロナウイルスの影響でこれまでの販路が

失われる中で、通信販売を行うことで助かったという話題があったが、今後はどうし

ていくのかという部分にまで踏み込んでほしかった。 

 

○  生産量や漁獲量の少ない食材を地域で流通させるのはとても難しい。今回取り上げ

た居酒屋で野菜を販売する取り組みは一つの方法だと思うが、売り上げとしては小規

模なビジネスで、今後持続できるのかなど問題もある。ただ、単に野菜を売るだけで

はなくて、食べ方、調理方法を提案しながら販売していた点はよかったと思う。生産

者と消費者を結びつける通信販売については利点もあるが、課題もあると思うので、

もっと深めて取材してほしかった。ゲストのコメントは分かりやすかったが、もう少

し具体例を挙げてほしかった。リモート出演されたゲストの声が不明瞭だったので、

もう少し工夫してほしかった。 

 

○  通信販売のサイトを運営する髙橋さんが、「顔が見えると作る側もいいものを作ろ

うという気になる」ということばが印象に残った。また、地元のいい食材が東京など

に出荷されてしまい、地元で手に入らないという話には驚いた。人口だけではなく、

食材も都市に集中している現状がよく分かった。ただ、前半の居酒屋での野菜販売、

そして通信販売での取り組みのＶＴＲは慌ただしく感じ、印象に残りにくかったので

はないか。ゲストの枝廣さんの話はとても分かりやすかったが、リモートの音声と映

像が不鮮明で残念だった。ゲストがいる地域の放送局のスタジオを使うなど工夫はで

きないのかと思った。 

 

○  居酒屋での野菜販売や地場産品の通信販売など、生産者と消費者の間にこれまでな

かった価値観や利便性を入れてつなぐことによって苦境を乗り越えようという取り

組みが紹介されてすばらしい内容だった。新型コロナウイルスの影響下でやむを得ず

行われたことだったかもしれないが、大量生産、大量消費、都市への人口集中など、

現代社会の構造の問題が浮き彫りになった形だと思った。生産者と消費者をつなぐプ

ラットフォームがこれからの地域経済の活性化に大きな役割を果たしていくと感じ

た。東北の未来、地域社会の在り方を鋭く問う充実した番組だったので続編も期待し

ている。 
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○  リモートの画質と音声が悪かったが、司会の真下貴アナウンサーがパネルを使って

ゲストのコメントを解説していたので、とても分かりやすかった。宮城県の七ヶ浜漁

港にレストランのシェフが訪れて、地元にも魚介類を卸してもらえるように話す場面

で、漁業協同組合側も「もっとこういう機会が増えるといい」と話していたのが印象

的だった。顔が見えない消費者に売るだけではなく、地元で信頼関係のある相手に販

売できることのよさがあると思う。地域で経済を回していく手立てをさらに深く掘り

下げて番組にしていってほしい。生産者と地元の消費者のつながりが分かるいい番組

だった。 

 

○  食を通した暮らしの変革というテーマで、目新しさはなかったが、その土地でとれ

た食材をその土地で消費することをもっと広めていくために必要な番組だったと思

う。ブランド化されたものや見た目のいいものが高価に取り引きされることも多い

が、地元で作られた食材の良さを理解して購入する意識を根づかせたほうがいいので

はないかと思った。都市部に全てが集中していると、新型コロナウイルス感染拡大の

影響で苦しい状況になると経済の不安定を招く。やはり地元でしっかり買い支える仕

組みも必要だと思う。せり農家の三浦さんが「注文がないとあなたは世の中に必要と

されていないという感覚になる」ということばが印象に残った。 

 

○  ゲストの枝廣さんの「買い物は投票だという意識を持って、自分が応援したいもの

や作り出したい未来につながるものにお財布を開く」というコメントが印象的だっ

た。視聴者の意識に訴えかける内容でよかったと思う。消費者が果たせる役割が買い

物以外にもあるのか、具体的に示してもらえるとさらによかったと思う。事例の紹介

もバラエティ豊かで、前向きに取り組む人が次々と登場し見応えがあった。リモート

で出演したゲストの音声には、テロップをつけて分かりやすく視聴者に届けようとい

う姿勢を感じた。今回の番組のテーマは「つながる」だったが、消費者が買い支える

ことを越えて共に歩むことにも目を向けた番組を期待している。 

 

○  東北では、地産地消という考え方は以前から課題になっていて、さまざまな取り組

みが進んでいると思う。東日本大震災を経て、さらに今回の新型コロナウイルス感染

拡大の影響下で、より生産と消費、流通の課題が鮮明になったと思う。枝廣さんの話

は非常に分かりやすかったが、リモート出演ということで空気感が若干違って見えた

のが残念だった。どうすれば防げるのか、リモートの課題だと思う。ゲストの２人の

役割をもう少し明確にしてもよかったと思った。具体的な取り組みの紹介に加え、地

域の課題は何なのか、視聴者に投げかけてもよかったのではないか。 

 

○  農業や漁業者、飲食業の方々が苦境に立たされていることはわかっていたが、地域
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での循環という視点で考えたことがなかったので、大変勉強になった。番組構成も分

かりやすく、新型コロナウイルスの影響によって浮かび上がってきた課題が見えてき

た。消費者という立場で何ができるのか、生産者の思いを知り、値段以外の判断基準

を得るという新しい視点を得られてよかった。また、良質な食材ほど県外に行く、地

元の食材を地元のレストランで使うことがかえって困難な時代になっているという

ことにも驚いた。ゲストのコメントは分かりやすかったが、もっと具体的な地域の課

題や可能性の話も聞きたかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ＶＴＲに登場した居酒屋では、元々、地元の生産者の野菜

をメインに扱っていて、今回は卸業者の方の協力も得ながら

野菜の直売を行った。生産者、卸業者、飲食店みんなで苦境

を乗り越えるために考えたものだった。リモート出演したゲ

ストの音声と画質がよくなかったことについて、インター

ネットの接続環境の影響だった。今後もゲストのリモート出

演は続くと思うので、こちらから機材を送って使用してもら

うなど、改善策を探っていきたい。頂いた意見は、今後の番

組制作にいかしていきたいと思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  「もりすた」を見ている。昼の時間帯の１０分間という番組なので、家事をしなが

ら見ている人が多いと思う。そういった意味で、仙台市中央卸売市場の魚介類や野菜

の紹介などのコーナーは、気軽に見られて役に立つ内容だと思う。また、さくさくレ

シピというコーナーも献立の参考になっていいと思う。東北風景印めぐりというコー

ナーもすばらしい。郵便局のある地域の風景や名所が描かれた風景印を紹介している

が、初めて知る情報も多く興味深い。 

 

○  ６月１９日(金)のやまコレ「大集合！歴代山形局アナ オンライン飲み会」を見た。

山形局の中谷文彦アナウンサーが司会で、初任地が山形局の伊藤海彦アナウンサー、

橋詰彩季アナウンサー、中原真吾アナウンサーの３人が登場した。新人時代の初々し

い映像や失敗談、苦労したことが語られ、アナウンサーをより身近に感じることがで

きた。「山形での経験が今に生きている」というコメントがよかった。アナウンサー

が地域に対する思いを語る内容はおもしろく、ＮＨＫがより身近な存在に感じられる

企画でよかった。 
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○  ７月３日(金)「やままる」で、田んぼの真ん中からのリポートがあった。周りに誰

もいない中でマスクをしていて違和感があった。ＮＨＫではどのような基準をもって

いるのか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  新型コロナウイルス感染防止対策については、全国的に基準

を設けて行っている。取材する方との距離感やマスクの着用、

手などの消毒などはもちろんだが、状況に応じた形で対策を行

うように改めて進めていきたい。 

 

○  ６月２０日(土)のＮＨＫスペシャル「新型コロナと水害危機～あなたは命をどう守

る～」を見た。災害時に避難所で新型コロナウイルスの感染防止対策をどうするかと

いう点について、さまざまな例を取り上げて分かりやすく伝えていた。課題が多く、

避難所での対策が難しい状況だということがわかった。また、現在進められている予

報技術の実証実験も取り上げられていた。早めの避難勧告などに結びつけられた事例

もあるそうだが、実際の災害に役立てるまでには時間がかかるということだった。水

害はいつ起こるか分からないが、予報技術や自治体の対策が追いついていない状況に

不安を覚えた。 

 

○  ６月２８日(日)のＮＨＫスペシャル戦国～激動の世界と日本～（１）「秘められた

征服計画 織田信長×宣教師」と７月５日(日)の（２）「ジャパン・シルバーを獲得

せよ 徳川家康×オランダ」はとてもおもしろかった。戦国時代の日本は、世界に比

べて遅れていたと思っていたが、世界の覇権をめぐる攻防の真っただ中にいたことが

番組でわかった。新たな歴史観に触れることができて大変興味深かった。 

 

○  ７月１２日(日)のＮＨＫスペシャル「豪雨災害 いま何が必要か～命を守る“避難

スイッチ”～」を見た。時宜を得たな情報が多く引きつけられた。いつどこで水害が

起きてもおかしくない、今後、今までに経験したことがない豪雨になる可能性が高い

ことがよく分かった。なぜ避難しなかったのかというインタビューに「そのときは雨

が降っていなかったから」と答えた被災者のことばが印象に残った。短時間で逃げら

れない状況に追い込まれる可能性もあり、その恐ろしさが伝わってきた。予報技術も

進歩しているので、気象情報を伝えるアプリなども活用しながら防災について考えて

いきたいと思った。 

 

○  連続テレビ小説「エール」を見ている。このドラマの魅力はたくさんの歌が登場す

ることだと思う。森山直太朗さん、柴咲コウさんなどのプロの歌手として活躍してい



6 

る出演者や、山崎育三郎さん、古川雄大さんなどのミュージカル俳優も出演し、懐か

しい曲が歌われる。特に年配の方たちに元気を与えているのではないか。また、「船

頭可愛や」が、さまざまな場面で登場し、この曲のオリジナルを知らない世代でも、

自然と口ずさみたくなるような演出でよかったと思う。 

 

○  ６月１１日(木)の クローズアップ現代＋「バッシングから再起“感染の現場”そ

の後 訴え・葛藤と決意」、６月２４日(水)「新型コロナ 元感染者たちの告白」、６

月３０日(火)「密着・生と死の現場家族はそのとき…葛藤…重い決断の先に」を見た。

どの番組もすばらしい取材力だと思った。共通していたのは、いつ誰にでも起こる可

能性があることを題材にしていたことだ。自分が感染したとき、自分の組織から感染

者が出たとき、家族が感染者になったときどうするか、経験した人の取材が丹念にさ

れていたので、とても参考になる内容だった。 

 

○  ６月２２日(月)のファミリーヒストリー「柳葉敏郎～亡き父が描いた絵 明らかに

なった事実～」(総合 後 7:30～8:42)はとても感動する番組だった。柳葉さんの父親

が描いた絵をあらゆる人に連絡して探し出す様子や柳葉さん自身も知らなかった実

の姉の存在が発覚するなど、本当に感動的なドキュメンタリーだった。インターネッ

ト上でも話題になっていて、これまで「ファミリーヒストリー」を見たことのない若

い層が知るきっかけにもなったのではないか。人に家族あり、歴史あり、命の連鎖に

思いをはせるひとときになった。 

 

○  ６月２４日(水)の病院ラジオ「あの子どうしてる？スペシャル」(総合 後 7:57～

8:42)を見た。登場した子どもたちの個性が豊かで、明るく前向きに生きている様子

が伝わってきた。病気に向き合い、日々闘いながら生きている姿に感銘を受けた。家

族の子どもに対する愛情の深さや絆の強さもよく伝わってきた。お笑いコンビのサン

ドウィッチマンの２人が自然体で子どもたちに接しているのも好感が持てた。決して

深刻ぶることなく、笑いにできるところは笑わせてくれる、２人の人柄をうまく生か

した番組だった。 

 

○  ６月２７日(土)の「ＮＨＫだめ自慢～みんながでるテレビ～（１）」はとてもいい

番組だった。リモートで就職活動をしていた大学生の面接の時の失敗談など、人に伝

えたくなるようなおもしろい話が多かった。人の失敗やだめな話は、他の人に勇気を

与えたり、ほっとさせる力があると思う。 

 

○  ７月４日(土)のＳＯＮＧＳ「郷ひろみ 日本を元気に！スペシャルメドレー」を見

た。郷さんの魅力がとても分かる内容だった。ファンでなくても引き込まれて見るこ
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とができた。どの歌もすばらしく、元気をもらえる番組だった。 

 

○  ７月５日(日)の目撃！にっぽん選「和解の島～ハンセン病 対話の先に～」を見た。

世界中で差別に対して敏感になっているこの時期に放送されたので、タイミングがと

てもよかったと思う。また、美談で済ませていない点もよかった。ハンセン病の方々

が持っている複雑な思いを考えると和解は簡単ではなく、それをストレートに出して

いてよかった。さらに、差別が差別を生むという部分もうまく描いていたと思う。三

浦大知さんの語りも非常によかった。 

 

○  ７月５日(日)駅ピアノ「ロサンゼルス ｖｏｌ．３」(総合 後 4:15～4:30)を見た。

ナレーションや音楽がなく、現場の雑踏の音だけでその場にいるような気持ちになれ

る番組だ。ピアノを演奏した人の詳しい情報はテロップで紹介され、演奏後のインタ

ビューから生い立ちや暮らしぶり、曲にこめた思いが伝わってきて感動的だ。 

 

○  ７月８日(水)歴史秘話ヒストリア「ペスト 最悪のパンデミック」を見た。１４世

紀にヨーロッパで 3,000 万人以上の命を奪ったペストがどのように流行し、どのよう

に克服していったのかがよく分かった。ペスト菌を発見した医学者の北里柴三郎が、

日本での感染拡大をどのように抑えていったのかもよく分かった。今の新型コロナウ

イルス感染拡大と対比し、感染症と闘うヒントを提示するとてもいい番組だった。 

 

○  ６月２７日(土)のＥＴＶ特集「すべての子どもに学ぶ場を～ある中学校と外国人生

徒の歳月～」を見た。外国人労働者の子どもが義務教育からこぼれ落ちているという

問題に焦点を当てていた。今後、全国各地で外国人が増えていく可能性があり、人種

も文化も異なる人が暮らす社会をどのようにつくっていけばいいのか深く考える機

会になった。また、この問題について、各自治体の裁量に任せてよいのか、国として

取り組む必要があるのではないかという提言もありとてもよかった。もっと多くの人

が見る時間にも放送してほしいと思った。 

 

○  ６月２８日(日)日曜美術館「ようこそ！ 私たちの美術館」を見た。３つの美術館

を取り上げていたが、京都市の美術館の青木淳館長のことばが非常に印象に残った。

「美術館は層の重なり方が重要。ある時代の層と今の時代の層をどう重ね合わせるこ

とができるかということ」など、美術館の在り方を考える上で示唆に富む話が多く参

考になった。 

 

○  ６月２８日(日)のサイエンスＺＥＲＯ「日本の“お家芸”サンプルリターン 世界

初！火星の月探査へ」は、科学が苦手な人にも分かりやすい内容だった。火星の衛星
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のサンプルを採集するためのプロジェクトについて取り上げていた。はやぶさ２で

サンプルの採取に成功したが、今回はもっと難しいと言われている。宇宙のなぞに迫

るこの取り組みの意義、私たちの生活にどのように役立っていくのかなど、より身近

に感じられるような紹介でとてもよかった。 

 

○  ７月４日(土)のＥＴＶ特集「世界コロナ“闘稿記”～変わりゆく家族のカタチ～」

は、ＳＮＳに投稿された映像で構成されたていた。新型コロナウイルスの感染拡大に

よって家族の関係が変わり、今後どうなっていくのか、赤裸々に描かれていて、胸に

くるものがあった。７月１２日(水)ニュース シブ５時「ＳＰ新型コロナ日記」(総

合 後 5:16～6:00)も一般の人が自撮りした映像が使われていた。柔らかいトーンで作

られていて、ほっとする雰囲気だった。２つとも新しい番組の作り方だと思う。新型

コロナウイルスの感染拡大が続く状況下で、苦しみながらも前向きに生きている姿を

見せることも報道の一つの在り方だと思う。 

 

○  ６月１８日(木)の偉人たちの健康診断選「独眼竜・政宗 水もしたたる伊達（だて）

男」を見た。伊達政宗がかなり健康に気をつかっていたことがわかった。徳川家康に

負けないように長生きすることが目的で、戦国の武将たちは、戦いだけではなく健康

面でも競っていたのかと思った。伊達政宗がやっていた健康法は、適度な運動や水を

小まめに取ることなどだった。普通のことだが、それをきちんと続けていたというこ

とから優れた人物像が見えてきた。精神面にも気を配っていたという話もあり、現代

の私たちにとっても参考になる情報が多かった。 

 

ＮＨＫ仙台拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０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仙台拠点放送局におい

て、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、６月７日(日)に放送した「これでわかった！世界のいま」の内容に

ついて報告があった。 

続いて、東北ココから「「学び」をどう守る？ ～学校再開 浮かび上がる課題～」

も含め、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、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、７月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  坂田 裕一（ＮＰＯ法人いわてアートサポートセンター 理事長） 

副委員長  佐藤 美嶺（防災士） 

   委 員      丑田 香澄（一般社団法人ドゥーラ協会 理事) 

桂木 宣均（日本地下水開発（株）代表取締役社長） 

佐藤勘三郎（株式会社ホテル佐勘 代表取締役社長） 

鷹山ひばり（七戸町立鷹山宇一記念美術館 館長） 

南條 和恵（仙台大学柔道部女子監督） 

         西内みなみ（桜の聖母短期大学 学長） 

         宮川 宏 （河北新報社 論説委員会副委員長） 

八代 浩久（東北電力（株） 取締役 常務執行役員） 

          

（主な発言） 

 

＜東北ココから「「学び」をどう守る？ ～学校再開 浮かび上がる課題～」 

（総合 ６月５日(金)放送）について＞ 

 

○  冒頭のＶＴＲで、感染防止のため机に段ボールの仕切りを取り付けた学校や歌う代

わりに手話を使う音楽の授業を始めた学校など、キャッチーな始まりでよかったと思

う。番組では、先生や子どもたち、保護者の話はあったが、教育委員会がどのように

考えているのかも知りたかった。ゲストのＮＰＯ法人カタリバの代表の今村久美さん

が「指導要領に沿うだけはなく、重点化してもよいのではないか」と話していたが、

文部科学省が方針を示している学習活動の重点化について、もう少し詳しく説明して

ほしかった。ＶＴＲで登場した中学校の校長先生にリモートでインタビューをしてい
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たが、音声が聞きにとりにくかった。事前に収録してもいい内容だったようにも感

じ、もう少し演出方法を考えてもよかったのではないか。 

 

○  今、教育現場ではこれまで経験したことのない感染症対策に追われ、先生たちへの

負担がかなり大きいと言われているが、番組から実際にその様子が伝わってきた。ゲ

ストの今村さんは示唆に富む話をしていて、人選がよかったと思う。女川小学校とＮ

ＰＯが連携してオンライン授業を導入した事例の紹介があった。東日本大震災後に９

年という年月をかけて関係を築いてきたからこそできたことだと思う。これから取り

組む学校はどうすればいいのか、ほかにも事例があるのかもっと詳しく知りたかっ

た。新型コロナウイルスの影響下にある教育の在り方を教育現場に任せるのではな

く、地域全体で作り上げていく必要があると思うので、そこに番組で触れていたのは

非常によかった。 

 

○  綿密な取材がされていて、学校の先生たちの苦労や工夫をしている様子が伝わって

きて非常によかったと思う。子どもたちのために真剣に取り組んでいる先生たちに頭

が下がる思いがした。ＮＰＯの教育への関わりについては、番組の最後のほうで紹介

されたが、もう少し早い段階で説明したほうが分かりやすかったのではないか。今回

は、ＰＴＡの関わりについては触れられていなかったが、ぜひ取材して取り上げてほ

しい。今後も新しい教育の在り方について取材をして発信をしてほしい。 

 

○  長期化した休校の影響で多くの授業時間が失われ、子どもたちの生活の乱れや保護

者の不安など、多くの問題、課題が番組の中で浮き彫りになっていたと思う。ゲスト

の今村さんが、休校の遅れを取り戻すことにとらわれず、子どもたちに寄り添い、そ

の中で大切なことを見いだすべきだと話していたのが印象的だった。オンライン授業

について、学校だけに取り組みを負わせるのではなく、ノウハウを持っている団体の

力を借りたのはいい着眼点だと思った。今後もさまざまな課題が出てくると思うの

で、丁寧に取材して取り上げていってほしい。 

 

○  平時でも学校の先生方は多忙だと言われている中で、感染症予防策などでさらに過

重になっている現実が紹介された。東日本大震災の後に始まった女川小学校とＮＰＯ

との連携で、オンライン授業の導入ができた事例はすばらしいと思った。ただ、地域

と連携してうまくいっている教育現場はまだ少なく、混乱している現場が多いと思う

ので、実情をもっと深く取材してほしかった。教育委員会やＰＴＡが学校をどのよう

に支援しているのかという点も紹介してほしかった。また、オンライン授業を始めた

ことで、オンラインに向く授業と対面でなければできない授業が分かったと思う。新

しい教育の姿を模索する番組を今後も期待している。 



3 

 

○  学校や家庭が直面している課題やリアルな声を丁寧に取材していた。ゲストの今村

さんならではの視点の話や活動紹介があり多角的な視点で番組が作られていてすば

らしいと感じた。単なる課題の提示では終わらず、新しい視点から本質を見つめる番

組構成になっていたと思う。東日本大震災以降、女川小学校とＮＰＯの連携が生まれ、

今回オンライン授業の導入がスムーズにできたと紹介されたが、東北には被災地なら

ではの活動がたくさんある。さまざまな東北の取り組みを集めて全国へ発信し、地方

ならではの魅力を伝える番組作りにつなげてほしい。 

 

○  学校が再開されても保護者はＰＴＡ活動を制限され、校内に入ることも難しい中

で、学校の様子や先生方の考えていることが紹介されてとても参考になった。先生方

が学びの遅れを取り戻すことだけではなく、子どもたちのためにさまざまなことを考

えていることが伝わってきた。５人の子どもがいる家庭を取材し、生活リズムの乱

れ、外出自粛のストレスなどその大変さが伝わってきた。さらに家庭側から見た学校

再開への意見も聞いてみたかった。ＮＰＯと連携してオンライン授業をしている様子

が紹介された。とてもいい取り組みだが、学校の数が多い地域では同じことはすぐに

できないと思う。ほかの学校でも取り入れられるような事例があればさらによかった

のではないか。今後、高校や大学の取り組みについても取り上げていってほしい。 

 

○  子育て世代にとって非常に興味深いテーマだったと思う。現場の先生方が授業再開

のために努力している様子がよくわかった。これまでオンライン授業は小学生には難

しいのではないかと思っていたが、女川小学校の事例を見て、実際に顔を見て安心で

きたり、その時間は座っていられるなどいい効果があることがわかった。今後、多く

の学校で取り組めるようになってほしいと感じた。今回は学びをどう守るかというの

がテーマだったが、部活動などにも目を向けてほしいと感じている。部活動で続けて

きたスポーツなどの大会が中止になるなど、子どもたちのモチベーションが下がって

いると思う。やってきたことは無駄にならない、続けていたからこそ今がある、その

価値を認めさせてあげられるような番組を作ってもらいたいと思う。 

 

○  休校が続いたことで授業時間が減り、遅れを取り戻すためにハイペースで授業を行

っているので「勉強についていくのが大変だ」との生徒のインタビューがあり心を痛

めた。歌の代わりに手話で表現する音楽の授業が紹介されたが、すばらしいと思っ

た。今までごく普通にできていたことができなくなった今だからこそ、別の視点で何

かを生み出していくことが重要だと思う。音楽だけではなくほかの教科でも置き換え

て学ぶ機会につなげてほしいと思った。もっと長い時間をかけて深めてほしいテーマ

なので、さらに取材を続けてほしい。 
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○  ゲストの今村さんの話は分かりやすかったので、もっと時間をとって聞きたかっ

た。前半が学校現場や家庭での課題、最後に学校とＮＰＯの連携の紹介で、番組の論

点がずれてしまったように感じた。最初から学校は誰と連携をしていけばいいのかと

いう視点で番組を制作した方が分かりやすかったのではないか。東日本大震災以降、

学校を支援するＮＰＯも増え、新しい教育、コミュニティを作っていると思う。東日

本大震災から生まれたそうした新しい取り組みをもっと深めて紹介できたらさらに

よかったのではないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  学校現場の課題はさまざまあるが、まずは子どもたちや学

校の先生の様子を丹念に取材した。ゲストの今村さんは、中

央教育審議会の委員でもありＮＰＯの支援活動もしているの

で、多様な話をしてもらえたと思う。女川小学校がいち早く

オンライン授業を導入できた背景には、東日本大震災後に生

まれたＮＰＯとの連携があった。震災の危機は新型コロナウ

イルスの危機と重なる部分もあり、今だからこそオンライン

という枠組みも使って地域連携を進めていくチャンスがある

と思う。引き続き現場の様子をしっかりと取材し、番組で取

り上げていきたいと思う。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月３０日(土)の被災地からの声「宮城県南三陸町」を見た。「被災地からの声」

は、ナレーションがなく、テロップで説明文が出てくるスタイルで、内容がすっと頭

に入ってきてとても見やすい番組だと感じている。東日本大震災後、ようやく仕事が

元に戻ってきた矢先、新型コロナウイルスの影響でまた仕事ができなくなった方が登

場したが、その影響の大きさが伝わってきた。それでも今は耐えるという前向きな顔

で話をしていて、勇気をもらった。今後も続けてほしい番組だ。 

 

○  ６月７日(日)の４Ｋでよみがえるあの番組「水車のある風景～青森県三戸郡田子町

～」(総合 後 1:05～1:45 青森県域)を見た。昭和５０年に放送された「新日本紀行」

を最新のデジタル技術で鮮やかな映像によみがえらせていた。当時の水車を利用した

暮らしぶりが伝わってきた。きれいな映像で昔の記録を残しておくことができる技術

のすばらしさを感じた。 
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○  ６月１７日(水)の「もりすた！」を見た。ほのぼのとした話題が多い番組だ。「市

場情報」というコーナーはおもしろい。旬の食材について伝えているが、驚きの食べ

方を紹介することもあり興味をひかれる。食に特化した情報を発信してもいいのでは

ないか。 

 

○  ６月１５日(月)の「あっぷるワイド」を見た。田舎館村で行われたマスク大賞の様

子を紹介していた。さまざまな手作りマスクが紹介されてとてもおもしろかった。グ

ランプリに輝いたのは、亡き夫との思い出の浴衣生地でマスクを作った女性だった。

「夫との思い出がつまったマスクで大きな賞をもらってとてもうれしい」という女性

のことばが印象的だった。小さなニュースだったが、とても心に残った。 

 

○  ６月１７日(水)の「おばんですいわて」を見た。「オンライン歌っこ自慢」という

家庭や学校、職場から、自分の好きな歌をリモートで歌うという企画がよかった。一

般の人が歌う映像に、初めは違和感があったが、だんだん引き込まれていった。６月

１９日にも２７分の番組として放送するそうで、どのような番組になるのか楽しみだ。

リモートで制作するという新しいテレビの在り方、番組の作り方としてもいいのでは

ないかと思った。 

 

○  「ニュースこまち」を見ている。県内各市町村のさまざまな取り組みを丁寧に取り

上げ、地域に根ざした幅広いジャンルの情報を提供しようという姿勢がとてもいいと

感じている。日常に役立つ情報や県内の新しい動き、時に知らない秋田弁が紹介され、

親しみやすくほのぼのとした魅力がある。多様な話題や対象を紹介していることで視

聴者層が広がるのではないか。さらに高齢化が進む地域だからこそ、若者の先進的な

活動を積極的に取り上げてほしい。また、ＮＨＫだからこそ取り上げられる人口減少

の課題と向き合うような企画もぜひ放送してほしい。 

 

○  ６月６日(土)ＮＨＫスペシャル「令和未来会議危機をどう乗り越えるか？コロナ時

代の“仕事論”」(総合 後 9:00～10:10)を見た。８人の有識者をリモートで結び対談

する形式で、メールなどで寄せられた視聴者の意見も随時紹介されていた。さらに論

点を同時進行で絵や図で表すグラフィックレコーディングという手法も導入されて

いて、とても挑戦的な番組だった。ベーシックインカムや地方分散の話題が非常に興

味深かった。 

 

○  ６月１４日(日)の麒麟（きりん）がくるまでお待ちください～戦国大河ドラマ名場

面スペシャル～「独眼竜政宗」(総合 後 8:00～8:45)を見た。タイトルがすばらしい

と思った。過去の大河ドラマの映像を改めてピックアップして見せていたが、役者の
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演技の熱の入れ方がほかのドラマにはないものを感じた。渡辺謙さんが当時を振り返

るインタビューもあり、見応えがあってよかった。  ４人のゲストがリモートで出

ていたが、大河ドラマ関連の番組としては騒がしく感じ、落ち着いて見られない場面

もあった。ゲストはもう少し少人数でもよかったのではないか。 

 

○  連続テレビ小説「エール」を見ている。ヒロインの音が出産と自分の夢のはざまで

悩むシーンがあったが、自分に重ね合わせて見た人も多いと思う。毎日、エールをも

らえる番組だ。 

 

○  連続テレビ小説「エール」を見ている。コミカルな内容で、明るくさわやかな気分

にさせてもらえる。福島放送局では、主題歌「星影のエール」のプロモーションビデ

オを制作して放送したり、インターネット上でも見られるようにしたりしている。福

島県の５９市町村の四季折々の映像をつなぎ合わせていてとてもすばらしい。地域貢

献につながっていてとてもいいと思う。 

 

○  ４月４日(土)から５月２３日(土)まで放送されたよるドラ「いいね！光源氏くん」

は、奇想天外なストーリーでとてもおもしろかった。キャスティングもすばらしく、

千葉雄大さんや伊藤沙莉さん、桐山漣さんなどがいい演技でドラマを盛り上げていた。

１回の放送時間も３０分でちょうどよかった。次の展開がどうなるのかという期待を

持たせてくれる時間配分だったと思う。続編も見てみたいと思った。 

 

○  ５月１６日(土)の【土曜ドラマ】「路（ルウ）～台湾エクスプレス～」(ＢＳ４Ｋ 後

9:00～10:13)を見た。台湾新幹線建設という大プロジェクトを軸にさまざまな人間模

様を描いたドラマだった。４Ｋ機材を使って撮影されているので映像がとてもきれい

だった。特にラストシーンの新幹線が走る映像は感動的だった。吉田修一さんの小説

をドラマ化しているが、原作とは違う描き方がされている部分もあり、少し残念だっ

た。 

 

○  ５月２０日(水)のクローズアップ現代＋「外出自粛で“ゲーム依存”は大丈夫？▽

適切な向き合い方は」を興味深く見た。この時期にこの問題を取り上げることに意義

があると感じた。ゲームを一律に禁止するのではなく、どのように声がけをするのが

いいか、子どもの気持ちへの寄り添い方など、子どものいる家庭にとってのヒントが

たくさんあったと思う。ゲームとどう向き合っていくべきか、社会問題として今後も

取材を続けていってほしい。 

 

○  ５月３１日(日)の明日へ つなげよう「“コロナ危機”誰ひとり取り残さない～災
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害支援の現場から～」を見た。災害でも、新型コロナウイルスの影響下でも、孤立す

る人や支援が必要な人は一緒だということを番組を見て感じた。ゲストの人数が多か

ったが、とてもバランスがよかった。国際ボランティアの吉椿雅道さんと四川大地震

で知り合ったＮＧＯ代表の張国遠さんが、オンラインで新型コロナウイルス感染症が

広がった武漢の支援をしたという話題は興味深かった。全体を通して優しさにあふれ

た番組だった。 

 

○  ６月２日(火)のプロフェッショナル 仕事の流儀「餅ばあちゃんの物語～菓子職人

・桑田ミサオ～」を見た。青森県の五所川原市で、３０年以上、たった１人でササ餅

を作り続ける９３歳の女性の話だった。天与の仕事ができてとても幸せな人だと思っ

た。しかし、同居する息子夫婦が病気になり、介助のためササ餅作りに集中できない

様子も描かれていた。困難を乗り越えようとする姿が印象的だった。ササ餅を作り出

す「十本の指は黄金の山」ということばが心に響いた。 

 

○  ６月９日(火)のクローズアップ現代＋「【苦境】女性の訴え収入減・また私たちが

シャドーワークも」を見た。生存の危機に直面している女性たちの実態がよく分かっ

た。平時の課題は災害時に顕在化するのだと思う。経済がもつかではなく、生活がも

つかというセーフティネットのない日本社会の実像がよくわかった。さまざまなこと

が都市に集中している社会構造にも問題があるのではないかと考えさせられた。 

 

○  ６月１７日(水)の「“可視化”でまるわかり！新型コロナ対策の新常識」を見た。

ウイルスがどのように飛散するか、蛍光塗料などをウイルスに見立てて映像にして分

かりやすく伝えていた。東北医科薬科大学の賀来満夫特任教授のコメントも説得力が

あった。さまざまな実験から感染していく様子がわかり、今後の感染防止対策に役立

つ番組だった。 

 

○  ６月１８日（木）の「あさイチ「みんなで“シェア”旅～山形～」を見た。幻の滝

と言われる梅花皮の滝、４月～５月だけ見られるダムの水没林、段ボールのパーテー

ションを作っている工場などが登場した。地元の人でも知らない情報が多く、山形を

違う角度で見せてもらった。住んでいる人では気づかない地元のよさが伝わり、新し

い気づきになったのではないか。 

 

○  ６月３日(水)の又吉直樹のヘウレーカ！「ヘウレーカ流新型コロナウイルス 正し

く怖がる！」を見た。ウイルスの大きさは１万分の１ミリ、ウイルスは生き物なのか

など、視聴者が知りたい疑問を大阪大学の仲野徹教授との掛け合いの中で解き明かし

ていて興味深い内容だった。生活様式の変化について、仲野教授が「ワクチンが開発
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されたりしたらみんな忘れてしまうのではないか」というコメントには、考えさせら

れるものがあった。 

 

○  ６月４日(木)のしまった！～情報活用スキルアップ～「情報を整理する」はとても

よかった。この回は付箋の使い方がテーマで、３人の子どもが情報整理にチャレンジ

した。１枚の付箋に何個も意見を書いてしまうなど、陥りやすい失敗を見せていたの

で、身近で自分の事として捉えやすかったと思う。番組の構成が、失敗が前提にある

ので、どうすればもっと整理しやすくなるのかが分かりやすかった。子どもだけでは

なく大人でも勉強になる内容だったと思う。最近、子どもたちもインターネットを

使って学習をしたりコミュニケーションを取る機会が増えてきているので、Ｅテレ

で、そのやり方について取り上げてほしいと思う。 

 

○  ６月６日(土)ＥＴＶ特集「マスクが消えた日々～医療現場をどう守るのか～」を見

た。大阪放送局の女性ディレクターが友人の看護師から「マスクが１週間に１枚しか

支給されない」という話を聞き、それを基に医療現場のマスク不足について取材して

いた。マスク不足の原因と構造的な問題を分かりやすく伝えていた。自宅で医療用マ

スクの開発に挑む研究者も取材して、国内でもマスク製造が可能なことも伝えていて

興味深かった。リモート取材ということで、映像が単純になるのはやむを得ないが、

イラストを多用して工夫した構成になっていた。リモート取材でもこれだけ中身のあ

る番組を作ることができるというのは、今後の番組制作の一つの方向性を示していた

のではないか。 

 

○  ５月３０日(土)の歌える！Ｊ－ＰＯＰ 黄金のヒットパレード決定版！「８０’ｓ

から９０’ｓの大ヒット曲が集合」(ＢＳＰ 後 9:00～10:59)はとてもよかった。題

名のとおり、歌いながら見ることができた。自粛生活で大きな声を出していなかった

人も多いと思うので、ストレス発散になったのではないか。 

 

○  ６月１０日(水)の英雄たちの選択「昭和に響いた“エール”～作曲家・古関裕而と

日本人～」を見た。古関さんは数多くの戦時歌謡を生み出したが、軍事慰問で戦地に

赴いて悲惨な状況を目の当たりにして、戦争に対する疑念を深くしたというエピソー

ドも紹介された。意に沿わない歌詞でも作曲を引き受けていたそうで、作曲家という

職業に徹したことがわかった。戦後は、復興を目指す人々に寄り添う曲や「オリンピッ

ク・マーチ」なども作曲し、改めて古関さんの偉大さを痛感した。名もない多くの人

たちの日常、感情、喜怒哀楽に寄り添って曲を作り続けたことが伝わってきた。 

 

○  ６月１０日(水)の「英雄たちの選択」を見た。多くの戦時歌謡の作曲も手がけた古
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関さんは、戦争に協力したとも言える仕事をしてきたが、非難をされることはなかっ

たようだ。ゲストの高橋源一郎さんの「古関裕而はある意味で本当の職業作曲家なの

かもしれない」という話が印象に残った。連続テレビ小説「エール」を放送している

中で、新たな古関さんの見方を提示した多面的な番組だったと思う。 

 

ＮＨＫ仙台拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０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仙台拠点放送局におい

て、１０人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、視聴番組の各県で夕方６時台に放送しているニュース番組も含め、

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、２０１９年度東北地方向け放送番組の種別ごとの放送時間(実績)についての

報告、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、６月の番組編成の説明が行われ、会議

を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  藤村 ゆき（(株)健康米味楽農場 代表取締役） 

   副委員長  坂田 裕一（ＮＰＯ法人いわてアートサポートセンター 理事長） 

   委 員      桂木 宣均（日本地下水開発(株) 代表取締役社長） 

佐藤勘三郎（(株)ホテル佐勘 代表取締役社長） 

佐藤 美嶺（防災士） 

鷹山ひばり（七戸町立鷹山宇一記念美術館 館長） 

南條 和恵（仙台大学 柔道部女子監督） 

         西内みなみ（桜の聖母短期大学 学長） 

         宮川 宏 （河北新報社 論説委員会副委員長） 

八代 浩久（東北電力(株) 取締役 常務執行役員） 

          

（主な発言） 

 

＜各県で放送している夕方６時台のニュース番組について＞ 

 

○  「やままる」(総合 後 6:10～7:00 山形県域)について、この４月からキャスターが

交代して、若々しくさらに好感が持てる番組になった。緊張感があり、ニュース番組

らしくなったと感じている。ただ、オープニングでキャスター２人が立ったままその

日の内容を紹介し、その後、移動する演出があったが、その動きに必要性を感じない

ので、もう少し工夫してほしいと思った。さまざまなコーナーがあるが、月曜日のス

ポーツコーナー以外、曜日ごとのコーナーで何をやっているのかはっきりしない。曜

日によってコーナーを決めてもらうと安心して見られると思う。また、東北の話題を

伝えるコーナーで、別の時間のニュースで見た話題が出てくることがある。使い回し

ているように見られない工夫が必要ではないか。また、気象予報の画面の右下に何月
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何日何時という数字が出ることがある。実際の時刻と違う場合もあり気になるので、

改善できないか。 

 

（ＮＨＫ側） 

  気象予報の画面については、紹介する情報を作画した日時

が表示されるため、放送している時間とは異なっている。最

新情報であることを制作者がチェックする意味もある。なる

べく放送に出ないように画面の端にしているが、テレビの機

種によっては見えてしまうことがある。 

 

○  「おばんですいわて」(総合 後 6:10～6:59 岩手県域)について、さまざまなコー

ナーがあるが、スポーツを伝える「いわスポ」や生中継の「おばんライブ」は、工夫

があってよかったと思う。中でも「よるてん」という気象コーナーは、気象予報士で

防災士でもある大隅智子さんが伝えていて好感が持てるコーナーだ。番組に安定感を

与えていると思う。５月１５日(金)の新型コロナウイルス関連のニュースで、発熱等

が続いた医療従事者が保健所でＰＣＲ検査を受けたいと申し込んだが断られたとい

うニュースの中で、医療従事者の声が加工されていた。その音声が非常に聞き取りに

くかったので、もう少し工夫してほしかった。また、ＰＣＲ検査について、岩手県の

体制についてなど、もっと深く切り込んで伝えてほしかった。５月１１日(月)の回で

は、プロ野球の佐々木朗希選手が母の日に用意したプレゼントについて紹介していた。

前日に全国放送された話題だったため、既視感が強く、「おばんですいわて」でも取

り上げる必要性をあまり感じなかった。新型コロナウイルスの影響でさまざまな分野

に問題が発生しているので、日々伝えていくことはもちろん、それを長尺の番組で特

集としてまとめていってほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  ニュース報道においては、匿名で放送せざるを得ないこと

がある。必要に応じて声を加工する場合もある。しかし、音

声が聞き取りにくくなる場合は、きちんと字幕スーパーなど

でフォローするなど、丁寧に伝えていきたいと思う。 

 

○  「ニュースこまち」(総合 後 6:10～7:00 秋田県域)について、スタジオのセットが

４月から変わり、温かい雰囲気になっていいと思う。「秋田弁 de 川柳」というコーナ

ーは気軽に投稿できておもしろいと思う。投稿された川柳を紹介する際、イメージに

合った写真が出てくるが、キャスターが写っていることもあり好感が持てる。秋田県

出身のキャスターもいるので、秋田弁で読み上げるなどの工夫があるとさらによくな
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るのではないか。また、秋田県内で売れている本を紹介するコーナーはとてもおもし

ろかった。ただし各地域の保育園や幼稚園に取材に行って、子どもたちにインタ

ビューするコーナーは、自分の子どもが出演する家庭以外はあまり興味が湧かないの

ではないか。気象予報士の加藤直樹さんは、爽やかでとてもいい。秋田県は農業県と

いうこともあり、気象予報の時間を長くとっていると思うが、必要なことだと思う。 

 

○  「はまなかあいづＴＯＤＡＹ」(総合 後 6:10～7:00 福島県域)について、中通り、

会津、浜通りそれぞれの地域の話題をバランスよく紹介する構成でよかった。番組冒

頭で新型コロナウイルスについて「本日の福島県内の感染者数は」とコメントされる

が、感染者が出たのかと不安になるので、すぐに感染者数がわかるように画面にもテ

ロップなどで表記したほうがいいと思った。国立感染症研究所の新型コロナウイルス

の電子顕微鏡写真が何度か出てくるが恐怖をあおらないような使い方をしてほしい。

また、気象予報の最後に各地の放射線測定値を出しているが、今は、新型コロナウイ

ルスの感染者数などのニュースを優先したほうがいいのではないか。また、新型コロ

ナウイルスの対策に取り組む事例として、この３週間、同じ大学が何度か紹介され

た。福島県内にはほかにも大学があるので、１か所に偏らない取材をしてほしいと感

じた。 

 

○  「あっぷるワイド」(総合 後 6:10～6:59 青森県域)について、スタジオのセットも

変わり落ち着いた雰囲気でとても見やすくなったと思う。キャスターは、ゆっくりと

した口調でニュースを伝えていてとてもいいと感じている。青森県は農業が盛んな地

域なので、もう少し農業関係の話題を取り上げてもいいのではないかと感じている。

また、ある地域に偏らず、青森県内のさまざまな地域のきめ細かなニュースも伝えて

ほしい。地元の協力者を増やして、情報を提供してもらえるような体制づくりもして

もいいのではないか。気象コーナーの担当者は、一生懸命伝えようという真摯（しん

し）な姿勢が伝わってくるが、もう少し落ち着いて話すとよりよくなるのではないか。

休校になっていた学校が始まったというニュースの中で、小学生のインタビューが印

象に残った。児童から素直な気持ちを引き出した取材者の対応がすばらしかったのだ

と思う。 

 

○  「てれまさむね」(総合 後 6:10～6:59 宮城県域) について、５月１９日(火)の放

送を見た。宮城県で２日続けて地震があったので不安に思っていたところ、番組でそ

の地震について触れていた。専門家が「基本的にふだんから起こっている規模なので

心配する地震ではない」とはっきり言っていたので、漠然とした不安が解消され安心

することができた。仙台市の水道の基本料金の減免の話題については、減免の額を具

体的な数字を出して紹介していたので、規模感が分かりとてもよかったと思う。また、
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため休んでいた公共の施設の再開状況について

紹介していたのはよかった。また、この日で新型コロナウイルスの感染者が２１日間

連続で出ていなかったことになるはずだが、番組ではグラフを見せるだけで、特に言

及しなかったことは残念だ。 

 

○  「てれまさむね」について、４月２０日(月)に宮城県の村井嘉浩知事が仙台・宮城

観光ＰＲキャラクターの絵を描いたマスクをしていることについて紹介していた。本

筋のニュースとは異なるが、新型コロナウイルスで不安が多い中で、ほっとさせる取

り上げ方だったと思う。５月１３日(水)に、行動経済学という視点から新型コロナウ

イルスの感染防止を効率的に呼びかける方法を取り上げていたが、切り口がおもしろ

かった。シリーズ「あの日、今、未来」というコーナーでは、殉職した消防士の妻の

活動を取り上げていたが胸に迫る話だった。東日本震災当時からきちんと被災者に向

き合い長年の取材の積み重ねからできた企画だと思う。冒頭で「きょうのこと、一緒

に話そう」というキャッチフレーズをキャスターが言ってスタートするが、違和感が

ある。録画して見る人もいる中で、毎日言わなくてもいいのではないか。また、番組

内で何度も時刻を言うが、朝の忙しい時間でもないので、あまり必要性を感じない。 

 

○  「てれまさむね」は、宮城県内のニュースや身近な情報をまとめて紹介し、構成も

すっきりしていて見やすい番組だと思う。番組内で何度か時刻を伝えているが、家事

をしながら見ている人も多い時間帯なので助かると思う。また、新型コロナウイルス

の影響でさまざまなところで自粛をしている今の時期に役立つ内容が各コーナーで

見られた。東北や宮城を盛り上げた過去のスポーツの名場面を紹介するコーナー、家

で楽しむ方法を伝える特集などもありとてもよかった。東北各県のニュースを紹介す

る「東北ピックアップ」というコーナーは、他県の様子もわかりとてもいいと思う。

また、番組のホームページでは、キャスターのプロフィールなどが紹介されているが、

より身近に感じることができ、番組を応援したいと思えた。 

 

○  「てれまさむね」は、４月からキャスターも代わりフレッシュな印象で、スタジオ

の雰囲気も明るくなったと感じている。番組内で何度か時刻を伝えることについて、

夕方の家事で忙しい時間帯なので、助かる人も多いと思う。外出自粛が続く中で、街

の様子を知る手段はメディアに頼っている部分が大きい。その点、さまざまな工夫を

凝らして地域の情報を毎日届けていることに感謝している。宮城県の休業要請が解除

された５月７日は、特にさまざまな場所の様子を伝えていた。知っている場所や店の

様子が映ることもあり、休業要請解除についてより身近に自分のこととして考えるき

っかけになった。また、どうしてこのタイミングで解除されたのか詳しい解説もあり、

県が住民に対して求めていることが分かりやすく伝わってきた。気象キャスターの篠
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原正さんの解説は分かりやすく、気象のミニ知識を伝えるコーナーは、興味深いテー

マが多く楽しみにしている。 

 

○  「てれまさむね」について、「ニュース シブ５時」と「ＮＨＫニュース７」とい

う全国向けのニュース番組の間で、地域色を打ち出していると思うが５０分という時

間を有効に使い切れていないように感じている。５０分間が非常に平板な印象だ。ニ

ュースから特集やスポーツコーナーに変わるときの切り替えがわかりにくい。効果音

を出したり、画面を切り替えたりもっと工夫が必要ではないか。視聴者を飽きさせな

い演出を考えてほしい。興味深い内容も多いだけにもったいないなと感じている。ま

た、仙台局は宮城県庁や仙台市役所にも近いので、行政の人に話を聞くような場面を

もっと作ってもいいのではないか。場所的な利点を生かした企画を期待したい。また、

地震が発生した際など、石巻や気仙沼にある支局を結んで、沿岸部でどのような行動

をしたのかなど臨場感を持って伝えてほしい。 

 

（ＮＨＫ側） 

  各県の夕方のニュース番組についてさまざまな意見、励み

になることばをいただいたので、各局と共有し今後にいかし

ていきたい。   

「てれまさむね」で、時刻を何度か伝えることについては、

家事などほかのことをしながら視聴する人が多い時間帯であ

ることから、試みとしてやっている。また、各コーナーに定

時性を持たせるように工夫し、何時に何をやっているのかを

はっきりさせ、より見やすい番組になるように改善を図って

いるところだ。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ５月８日(金)の東北ココから「長引く新型コロナ～東北の医療・経済最新報告～」

を見た。新型コロナウイルスの元感染者にテレビ電話でインタビューをしていたが、

とてもよかった。このまま死んでしまうのではないかと思ったというコメントがあ

り、この病気が命に関わるということを実感させられた。医療と経済がテーマだった

が、経済といっても業界の範囲が広いので、今回取り上げる業界を伝えてからスター

トしたほうがよかったと思う。さまざまな業界が一度にまとめて取り上げられるのか

と期待してしまう人もいると思うので工夫してもらいたい。今後もさまざまな分野で

影響が出てくると思うので、取材を重ねて、東北にとって役立つ番組を制作していっ

てほしい。 
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○  大河ドラマ「麒麟が来る」を見ている。斎藤道三とその息子である高政の対立の場

面からどんどん物語がおもしろくなってきている。斎藤道三役の本木雅弘さんをはじ

めとする俳優陣の演技が光っている。中でも、帰蝶役の川口春奈さんの理知的な演技

がとてもすばらしい。新型コロナウイルスの影響で、６月から放送が一時休止になる

と聞き心配だが、最後まできちんと描ききってほしい。 

 

○  連続テレビ小説「エール」、大河ドラマ「麒麟が来る」を楽しみにしている。新型

コロナウイルスの影響で撮影ができず、放送がいったん休止になるが、放送の短縮や

内容を変えることなく、きちんと最後まで放送してほしい。それは多くの視聴者の心

の支えになっていくと思う。 

また、紅白歌合戦についても、今後影響が出てくるかもしれない。今リモートで放

送する番組も増え、そのノウハウが蓄積されていると思う。内容を変えることなく、

さまざまな出演を検討してすばらしい番組にしてほしい。 

 

○  連続テレビ小説「エール」を見ている。新型コロナウイルスの影響で、６月末から

いったん休止になると聞き、とても残念に思っている。主人公を演じる窪田正孝さん

とヒロインを演じる二階堂ふみさんの演技がすばらしく、毎回楽しみにしている。今

後もどのように視聴者を引き付ける物語にしていくのか期待している。 

 

○  ３月２０日(金)の「スローな武士にしてくれ 京都撮影所ラプソディー」はとても

おもしろかった。里見浩太朗さんや水野美紀さんなど俳優陣が豪華で、配役もすばら

しかった。中でも歌舞伎役者の中村獅童さんは、主人公と敵対する役だったがはまり

役で、演技がすばらしかった。さらにＮＨＫの最新技術が多用されていて、特に水の

入った風船を斬るシーンの水しぶきが見えるスロー映像には驚いた。池田屋の階段落

ちの場面は、映画の一場面を見ているようだった。さまざまな要素が盛り込まれたド

ラマで、ＮＨＫの最新映像技術とドラマ制作の腕が見事にマッチした痛快エンターテ

インメントだったと思う。 

 

○  ４月１９日(日)の「サンデースポーツ２０２０」を見た。創刊４０周年を迎えたス

ポーツ総合誌の特集をやっていた。日本のスポーツジャーナリズムの在り方を大きく

変えるきっかけとなった雑誌で、非常に興味深い内容だった。特に、創刊号の記事を

詳しく検証している部分は見応えがあった。これまでの「サンデースポーツ」とは違

う形の番組で、非常におもしろかった。ただ、大越健介キャスターとゲストのやりと

りがかみ合わない部分があったのが残念だった。 
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○  ４月２２日(水)のクローズアップ現代＋「広がる“イベント自粛”の波紋▽文化を

守れるか？」を見た。劇作家・演出家の平田オリザさん、演出家の宮本亞門さん、音

楽プロデューサーのつんく♂さんのことばに非常に共感をした。平田さんの「私たち

は、長い文化の営みの中で、連続性を持ってやっている。その営みの中で、大衆文化

もあり、最終的に社会の文化が細ってしまうことが心配である」ということばから、

芸術や文化が失われようとしていることへの危機感がよくわかった。つんく♂さんの

「私たちクリエーターは、ものを創り続けなければならない」ということばも心に響

いた。ただ、東北の文化を支えている一般市民の芸術や文化活動が一体どうなってい

るのか、首都圏だけではなく地域文化についても触れてほしかった。 

 

○  ４月２６日(日)の目撃！にっぽん「自分らしく生きて～女性になった父と家族の

日々～」を見た。「女性としてありのままの自分で生きていきたい」と家族に告白し

た父親が、自分らしく生きることと家族に負担をかけることの狭間で悩んでいる様子

が伝わってきた。自分らしく生きるとは何か、そこまでして自分らしく生きることを

貫くことが大切なのかと考えさせられた。最初は妻がかわいそうだ、家族を犠牲にし

ているという否定的な感情が残ったが、もう一度見返したところ、その強さと勇気に

尊敬の念を感じた。周りの目や評価を気にしないで生きていくことは大変なことだ。

番組を通して勇気をもらえた気がする。「目撃！にっぽん」は、さまざまな分野の人

の貴重な証言を残してくれる番組で今後も期待したい。 

 

○  ４月２８日(火)のプロフェッショナル 仕事の流儀「緊急企画！危機と闘うプロた

ち」を見た。今まで登場したプロフェッショナルにリモートでインタビューをして、

今それぞれの現場で何が起きているのか、自分はどんなことを考えて行動しているの

かを話してもらう企画だった。以前番組に出たときの担当者がインタビューしている

と思うが、信頼関係が築けているので表面上の受け答えではなく奥底にある強い思い

が引き出されていて感動した。「この時間を有意義に過ごすか、無為に過ごすか」、「諦

めそうになったときこそもう一歩先へ」といった心に残ることばがたくさんあった。

心を奮い立たせてくれるすばらしい番組だった。 

 

○  ５月５日(火)のインタビュー ここから「福原愛」を見た。東日本大震災をきっか

けに仙台の子どもたちにメダルを取ると約束し、自分が被災地のために何ができるか

考え、自分を変え、プレースタイルも変えることでメダルを取ることができたという

ことだった。震災を契機にして、人間として、卓球選手として大きく成長した福原さん

自身の口から率直に語られたインタビューで見応えがあった。聞き手のアナウンサー

も控えめながらも必要最低限の質問で福原さんのことばを引き出していて好感を持

てた。ただ、風が強い屋外での長時間インタビューだったので、見ていてかわいそう
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な場面もあった。 

 

○  ５月５日(火)のフェイク・バスターズ「新型コロナウイルス“情報爆発”に立ち向

かう」(総合 後 10:45～11:15)を見た。インターネット上に不確かな情報が飛び交う

中で、自分が発するメッセージで他人に被害を与えた場合、責任を問われることを自

覚していない人が多いということがわかった。その原因は当事者意識の欠如だと指摘

していて納得させられた。デマの情報を打ち消す報道が、デマをさらに広げてしまう

こともあるので、マスコミは情報が歪んで伝わらないように、より気をつけるべきだ

と思う。インターネット上の情報を見極める７つのポイントを「だしいりたまご」と

いうことばで伝えていた。「誰が言っているのか」、「出典はあるのか」など、重要な

ポイントを覚えやすくまとめていて、非常に役立つと思った。 

 

○  ５月６日(水)の「アーカイブス秘蔵映像でよみがえる にっぽんの廃線１００」(総

合 前 9:00～9:50)を見た。ＮＨＫの豊富なアーカイブス映像をうまく生かした番組だ

と思った。単なる廃線の紹介だけではなく、当時その場所に暮らしていた人たちの生

活の様子まで感じられた。鉄道ファンでなくても十分に楽しめる内容だった。司会の

三宅裕司さんは、鉄道にあまり興味がない人のようだったが、かえってそれがマニア

ックな話ばかりに偏ることを防いでいてよかった。全国の路線を紹介していたので、

地図でどこからどこを走っていた路線なのか、もう少しわかりやすく紹介してほし

かった。 

 

○  ５月１３日(水)クローズアップ現代＋「新型コロナ・災害避難をどうする？▽生き

延びるために」を見た。３密の状態になりやすい避難所で、今後どのような対策をし

ていけばいいのか、参考になる事例が紹介されていた。その中で、分散避難について

初めて知り、とても興味深かった。公的な避難所に人が集中しないように、自宅にと

どまることやマンションやホテルなどの民間施設も活用していくことが必要だとい

うことだった。分散避難を本格的に進めるためには自分自身がどこに避難できるのか

という情報がとても大切になる。自分ごととして考えられる番組を今後も作ってもら

いたい。 

 

○  ５月１６日(土)の「週間まるわかりニュース」を見た。特集で老舗アパレル企業の

経営破たんを取り上げるということで見始めたが、実際はアパレルの小売店を取材し

た内容で、経営破たんした企業とは直接関係ない話だったので残念だった。特定の企

業名を使わずに、あくまでもアパレル小売店の苦悩として放送してもよかったのでは

ないかと感じた。 
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○  ５月１７日(日)の目撃！にっぽん「番地のなかった街で 在日コリアン２世“最後

の語り”」を見た。京都河川敷に生きた在日コリアン２世の生涯を記録し続ける日本

人女性の姿を描いていた。その方たちの高齢化が進む中で、今、話を聞かなければ歴

史に埋もれてしまうということだった。このほかにも戦前、戦後を知る人の高齢化も

進んでいて、話を聞いて歴史を残すのもそろそろ難しくなってくると思う。さまざま

な歴史の証言を残すことはとても大切だと思うので、東北でも取り組んでいってほし

い。 

 

○  ４月２７日(月)の沼にハマってきいてみた「こんなときだからの緊急生放送 おう

ちでできるもん！(２)」を見た。がんこちゃんが感染対策について説明するコーナー

や家での時間を楽しむための情報など、子どもと楽しく見ることができる番組だった。

ただ今人気のゲームを取り上げていたのは、あまり好ましくなかった。今、入手が困

難だということもあるが、ゲームを簡単に買えない家庭もある。さまざまな子どもた

ちが見る番組なので、ゲームを持っている人にしかわからないコーナーはあまりふさ

わしくないと思う。また、例えばＥテレで新型コロナウイルスについて、子どもが自

分で情報を受け取り、考えるチャンスを与えてくれる番組が増えていてとてもいいと

思う。 

 

○  ４月１８日(土)のＢＳ１スペシャル シリーズ コロナ危機「グローバル経済 複

雑性への挑戦」(ＢＳ１ 後 7:00～7:50、8:00～8:49)と５月６日(水)のＢＳ１スペシャ

ル シリーズ「欲望の時代の哲学 2020 マルクス・ガブリエル ＮＹ思索ドキュメン

ト」(ＢＳ１ 後 8:00～8:50、9:00～9:49)はとても刺激的な内容だった。これからは

過度なグローバル化は抑え、ローカル化が重要で、地域の中で食料やエネルギーを調

達し、地域内で循環する経済を作ることが大切だということがわかった。残念だった

のは、ガブリエルさんのことばに日本語の音声をかぶせていたこと。彼の話すことば

を直接聞きたかったので、日本語は画面に表示してもらいたかった。 

 

○  ５月１２日(火)のＢＳ１スペシャル「ウイルスＶＳ人類３ スペイン風邪 １００

年前の教訓」を見た。100 年前にスペイン風邪が流行したときの状況を紹介し、今の

私たちに示唆を与えてくれる内容だった。当時からマスクが大きな予防になっていた

ことや、パンデミックの後には歴史的な大きな転換点が訪れることを教えてもらった。

第２波、第３波がいつ頃くるのか、当時の日本はどのような状況だったのかなど興味

深い内容だった。これからも継続して見ていきたいシリーズだ。 

 

○  料理番組について、リモート収録が行われていた。料理の先生の話を聞きながらア

ナウンサーが一生懸命作る様子は新鮮だった。しかし、立ったまま試食をしていたと
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ころは、違和感があった。青森県で放送している「あっぷるワイド」の料理コーナー

では、いすに座って試食をしているので安心して見られた。 

 

○  夏の全国高校野球大会の中止が決まったように、学生が部活動などの集大成として

きた大会が中止になるケースが多くなっている。学生が最後の区切りをつけられるよ

うな番組を作って、全国放送してほしいと感じている。 

 

 

ＮＨＫ仙台拠点放送局 

番組審議会事務局 
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２０２０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仙台拠点放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、東北ココから「新型コロナウイルス 東北に広がる影響 仕事・く

らし・身の回り」も含め、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、放送番組モニター報告と視聴者意向報告、５月の番組編成の説明が行われ、

会議を終了した。 

 

（ 出 席 委 員 ）  

   委 員 長  藤村 ゆき（(株)健康米味楽農場 代表取締役） 

   副委員長  坂田 裕一（ＮＰＯ法人いわてアートサポートセンター 理事長） 

   委 員      桂木 宣均（日本地下水開発（株）代表取締役社長） 

佐藤勘三郎（株式会社ホテル佐勘 代表取締役社長） 

佐藤 美嶺（防災士） 

鷹山ひばり（七戸町立鷹山宇一記念美術館 館長） 

         西内みなみ（桜の聖母短期大学 学長） 

         宮川 宏 （河北新報社 論説委員会副委員長） 

八代 浩久（東北電力株式会社 取締役 常務執行役員） 

          

（主な発言） 

 

＜東北ココから「新型コロナウイルス 仕事 くらしは今」 

（総合 ４月３日(金)放送）について＞ 

 

○  新型コロナウイルスに関連したさまざまな番組があるが、今回の番組は既に報じら

れた内容が多かったと感じた。同じような内容でも伝え方を変えたり、さらに一歩踏

み込んだ説明をしたりするなど工夫が必要だったのではないか。視聴者から寄せられ

た質問に専門家が答えるコーナーが何回かあったが、非常によかったと思う。また、

第一次産業、第二次産業、第三次産業の現状をバランスよく紹介していたのもよかっ

た。ゲストで出演したエコノミストの田口庸友さんの経済への影響についてのコメン

トは分かりやすかった。ただ、融資制度などお金についての話では、省略した説明に

なっていて、誤解を招く心配があると思った。「現時点では」などとつけるなど、視

聴者に誤解を与えない工夫をしてほしい。 
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○  新型コロナウイルス感染拡大による社会の変化が早く、予測が困難で、じっくりと

取材して番組を制作していると、その時の実態とかけ離れてしまうので注意が必要だ

と思った。視聴者の不安や疑問に専門家がしっかりと丁寧に応える内容になってお

り、好感を持てた。ただ、全国で報道されている内容とあまり違いがなかったので、

東北ならではの問題や医療現場の現状や課題などを紹介してほしかった。全国の感覚

で東北の状況を捉えてしまうことになりかねないので、伝え方に工夫が必要だと思っ

た。スタジオに感染症対策の専門家と経済の専門家が出演していたが、行政の立場で

コメントする人がいると、より内容が深まったと思う。今後は、事実を正確にタイム

リーに伝えることはもちろん、より東北という地域性を意識した番組を期待してい

る。 

 

○  放送当日に行われた宮城県の村井嘉浩知事と仙台市の郡和子市長の共同記者会見

について触れたり、仙台市内で新たに確認された感染者数を伝えたりするなど、刻一

刻と変わる状況に対応した姿勢がとてもよかった。「仕事 くらしは今」というテー

マもよかったと思う。日々のニュース番組で多くの情報が出てくるので、自分に必要

な情報を選別するのは難しい。今回は焦点を絞っていたので、理解が深まるよいきっ

かけになった。地方で制作する番組の良さだとも思う。田口さんの「今は慌てた行動

をとる必要はないと考える」、東北医科薬科大学の賀来満夫特任教授の「長丁場にな

るから何もしてはいけないということではない。楽しみながら」ということばが心強

く感じられた。 

 

○  生放送の速報性を生かした番組で、ちょうど東北地方で感染が拡大しつつある時期

での放送だったので、改めて注意喚起をするという意味でもタイムリーだったと思

う。農家やイベント事業者などさまざまな事情を抱える人の声を紹介していて、幅広

く取り上げようとする姿勢がよかった。その中で、一人でもいいのでもう少し詳しく

紹介していれば深みが出たのではないか。影響を受けている産業の現場を紹介した上

で、視聴者の疑問にも答えるという構成だったが、少し盛り込み過ぎたように感じ

た。観光業など１つのテーマに絞って深く掘り下げた番組を見たいと思った。今後も

テーマを変えるなど、こうした番組を定期的に放送して視聴者の理解を深める報道を

してほしい。 

 

○  賀来特任教授のコメントは、落ち着いていて、深刻になりすぎず楽しむことも必要

だという内容で安心させられた。ただ、学校の再開が心配だという視聴者からの声に

対しての回答はあまり参考にならなかった。行政の立場から話すことができる人も必

要だったのではないか。病院が感染防止の観点から面会謝絶の措置を行っており、入

院中の家族に会えないという声には、病院に相談して、十分な予防措置を行って面会
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することや、テレビ電話を使用することを検討してみてはどうかという具体的なコ

メントでとてもよかった。専門性に裏づけられた回答は今私たちが求めている情報だ。

全国放送では、緊急事態宣言が出された都府県の情報ばかりで、東北に住んでいる私

たちの暮らしや仕事に役立つ情報がなかなか得られない。今回の番組や地域のニュー

ス番組はとても役に立つ。今後も東北に根差した情報を発信してほしい。 

 

○  刻一刻と状況が変わる中で、自分に直接関わりのある問題で敏感になっている視聴

者も多いと思う。困っている人や危機に直面している人を取材して、広く伝えること

は報道の使命だと思うが、今回の新型コロナウイルスについては、かえって不安感を

高めることになってしまうのではないかと思った。せっかく専門家が出ていたのだか

ら、ＶＴＲを流すよりも、視聴者からの疑問や心配事に直接答えることに特化したほ

うが伝わったのではないか。専門家２人の出番が少ないと感じた。 

 

○  「仙台の感染予防、防止が東北へのまん延を防ぐ」ということばが心に残った。仙

台で食い止めることが重要だと再認識した。観光業への影響について、南三陸町のホ

テルで例年の２割しかお客が入らず、取り引きのある酒屋やタクシー会社も売り上げ

が激減している現状がわかり、観光業のすそ野の広さを改めて感じた。このような状

況でも、半年先まで使える食事券を販売するなど新たな取り組みも紹介されて、前向

きになることができた。時間の制約はあると思うが、専門家の２人には、もっと話を

聞きたかった。特に田口さんには、東北の経済のあり方をゆっくり聞く番組を今後も

期待したい。スタジオの装飾が派手に感じたので、もう少し落ち着いた雰囲気にした

ほうが、内容が入ってくると思う。 

 

○  番組が全体的に慌ただしい雰囲気だったので、焦点をどう絞るかが課題だと感じた。

東北ならではの情報も少なかったと思う。産業への影響について、苦境を乗り切るた

めの取り組みがいくつか紹介されたが、今後の課題や具体的な取り組みにまでもっと

踏み込んでほしかった。また、「イベント企画の仕事がなくなり、これからどうすれ

ばいいのか」という視聴者の声に対して明確な答えが出なかった。人が集うことで成

立するイベントと人が集うことで感染拡大してしまう新型コロナウイルスの問題は、

解決がとても難しいと思う。人が集まって形成するコミュニティーを維持するために

はどうしたらいいのかという視点からもぜひ番組を作ってほしい。 

 

○  確実に広まっている感染を食い止めなければならないという危機感を不安だけで

はなく、正確なことばで伝えていたと思う。東北各地の産業への影響について取材し

た映像もあり、各地の厳しい現状が伝わってきた。「コロナがなくても大変なのに」

と嘆く東日本大震災で被災した人の声に何とも言えないもどかしさを感じた。その中



4 

でも、全てを自粛するのではなく、音楽のライブ配信や半年先まで使える食事券など、

生き残りをかけた取り組みで助け合う姿が印象的だった。視聴者からの質問にスタジ

オの専門家が答える形式になっていたが、専門家の話をもっと聞きたかった。また、

健康面と経済面をはっきりと分けた方が分かりやすかったのではないか。 

 

○  マイナスな話題が多かったが、その中でも、新しいサービスで常連客とつながりを

作る店や、今の危機を乗り越えるために取り組む商工会議所やホテルの様子が取り上

げられていて、東北の人のたくましさを感じた。賀来特任教授が、今のこの状況で大

切なことは感染せずに「しのぐこと」ということばが印象に残った。田口さんも含め

専門家２人の説明はわかりやすかったが、もう少し踏み込んだ提言があれば、不安が

拭えたのではないかと感じた。 

 

（ＮＨＫ側） 

  専門家の話の中で、特にお金の話については、かなり詳し

く説明したが、今後も誤解を与えないように伝え方を工夫し

ていきたい。今回は、暮らしと仕事というテーマに特化した

つもりだが、絞り込まれていないように見えたという意見も

あり、テーマの絞り方について、今後の参考にしたい。今回

は、苦境を乗り越えようと取り組む人たちの動きを伝えるこ

とに力を入れたが、今後、新型コロナウイルスとどう戦って

いくのか番組を制作していくうえで、参考になる指摘を頂け

たと考えている。新型コロナウイルスの影響は、新たな社会

問題だと思う。東北ではどこに課題があるのか、きちんと見

極めて今後も番組を制作していきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ４月３日(金)のやまコレ「山形発緊急特番 新型コロナウイルス 専門家に聞く 

医療と経済」(総合 後 7:30～7:57 山形県域)を見た。同じ時間に東北地方向けに新型

コロナウイルスについて「東北ココから」を放送しているのに、山形だけ別番組にす

る意味はあったのかと疑問に思った。山形局の制作意欲はすばらしいと思うが、同じ

東北で同じ話題を放送するのに別番組にすることに少し違和感を覚えた。内容も似た

ような作りになっていて新しい発見が少なかったのが残念だった。ただ、吉村美栄子

山形県知事に電話でインタビューを行い、県民に広く情報を届けられた点はよかった

と思う。緊急ということもあったと思うが、ＢＧＭや効果音が大きすぎる部分がある

など番組の作りが粗い感じがした。街頭インタビューをまとめたＶＴＲもあったが、
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それよりは専門家の意見をもっとたくさん聞きたかった。 

 

○  ４月１０日（金）の発見！あおもり深世界「第７回 お国ことばｄｅのどじまん」

(総合 後 7:30～8:39 青森県域)は、青森県のお国ことばである、津軽弁や南部弁、下

北弁で一般の方たちが歌を披露する番組だ。はじめて見たときは、とてもおもしろく

感じたが、何回か見ているうちに、自分たちを卑下しているように感じてしまい、番

組を見ることを控えた時期もあった。しかし今ではふるさとのことばが持つ良さが分

かった気がする。若い世代が、お国ことばの伝道者になって、お国ことばをなくさな

いためにもこの番組は必要だと思った。今回は新型コロナウイルスの影響で、観客が

おらず、少し盛り上がりに欠ける部分があった。大勢の前で歌うことに大きな意味が

あることを改めて感じた。ぜひ今後も続けてほしい番組だ。 

 

○  ３月２８日(土)のＮＨＫスペシャル「激震 コロナショック～経済危機は回避でき

るか～」を見た。経済が大変だと言われているが、どの程度大変な状況なのかはあま

りよくわかっていなかった。今回の番組は、さまざまなデータを元に新型コロナウイ

ルスの経済への影響を可視化した番組で、すばらしい内容だった思う。出演していた

３人の専門家の話はとてもわかりやすかった。経営者にとっては、すぐに役立つ情報

もあり参考になった。スタジオのモニターに映し出される映像が同じものばかりだっ

たのが残念だった。もう少しバリエーションがあったほうがよかったと思う。 

 

○  ４月４日(土)のＮＨＫスペシャル「“感染爆発”をどう防ぐか」を見た。京都大学

ｉＰＳ細胞研究所所長の山中伸弥教授がさまざまな質問を投げかけて、新型コロナウ

イルス感染症対策専門家会議の尾身茂副座長や東北医科薬科大学の賀来特任教授が

それぞれの立場から答える作りになっていた。非常にわかりやすく、専門家の立場か

らのコメントだったのでとても参考になる番組だった。神奈川県立足柄上病院総合診

療科の岩渕敬介医師も臨床の分野からコメントしていたので、深みのある番組構成に

なっていたと思う。新型ウイルスへの対策の難しさ、政府が打ち出す緊急事態宣言の

意味合いなども含めてよくわかる内容だった。 

 

○  ４月４日(土)の「ＮＨＫスペシャル」を見た。新型コロナウイルス感染拡大が止ま

らない中で医療体制を維持していくための課題や今後の対策についてよくわかる番

組だった。感染症と最前線で向き合っている尾身副座長の説明はわかりやすく、対策

をしっかり行っていけば感染を必ず抑えられるということばに安心感を得た。また山

中教授は、視聴者の目線に立って質問をしていたのでとてもよかった。赤木野々花ア

ナウンサーが進行役をしていたが、安心感があった。番組におけるキャスターの役割

を改めて感じた。 
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○  ４月１１日(土)ＮＨＫスペシャル「新型コロナウイルス 瀬戸際の攻防～感染拡大

阻止 最前線からの報告～」を見た。厚生労働省の感染拡大阻止を担う対策チームに

密着し、刻々と変化する事態に対応を迫られる様子が緊迫感をもって伝わってきた。

限られた人員で、感染拡大のスピードに追いつかない実態から、ウイルス対策の難し

さがよく示されたと思う。対策チームの切迫感と政府の対応の間にはギャップがある

と感じた。今後は、政府が何をして何をしなかったのかというところまで検証する番

組をつくってほしい。 

 

○  ３月３０日(月)に始まった連続テレビ小説「エール」を見ている。福島出身の作曲

家である古関裕而さんをモデルにしたドラマで、福島では大変関心が高い。東京オ

リンピック・パラリンピックが延期になり、福島からスタートする予定だった聖火リ

レーも延期となり、町全体が意気消沈していたが、「エール」が始まって元気をもらっ

ている。２週目で舞台は愛知県の豊橋になり、愛知出身の俳優である平田満さんが登

場し、三河のことばを使って演じていて好感が持てた。今後、主人公の古山裕一とヒ

ロインの関内音の２人がどのようなハーモニーを奏でていくのか楽しみだ。 

 

○  ４月２日(木)のクローズアップ現代＋「東京五輪・パラ延期アスリートの胸の内は

思わぬ試練に直面」を見た。オリンピック・パラリンピックの開催が延期になり、選

手がやるせない気持ちをおさえ、前向きな発言で自分自身を鼓舞している様子が伝

わってきた。元プロ陸上選手の為末大さんが出演していたが、冷静に発言する姿勢が

良かった。新型コロナウイルスの感染拡大など、さまざまな問題もあるが、アスリー

トが必死に工夫をして練習する様子や諦めずにオリンピックを目指すと明るく発言

する姿に、勇気づけられた視聴者も多いと思う。スポーツの持つ価値を今こそ発揮し

てほしいと、不安な日々の中で感じた。 

 

○  ４月４日(土)のたけしのその時カメラは回っていた「驚きの東京１９６４年」を見

た。1964 年の東京オリンピックの開幕を控えて、国内で発生した問題をどのように解

決していったか、貴重な映像も交えてクイズ形式で取り上げていて、とてもおもしろ

かった。昔のことを思い出したり、自分の体験と合わせて見たりすることで、心から

温まってくるような番組だったと思う。殺伐とした世の中でこうした番組を今後もぜ

ひ作ってほしいと思った。 

 

○  ４月５日(日)の明日へ つなげよう 証言記録 東日本大震災（９１）「災害を生

き抜くレシピ～知られざる栄養士の闘い～」は、とてもよい番組だった。生きること

の原点、今大事にするべきことについて改めて投げかけてくれるような番組だった。 
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○  ４月８日(水)クローズアップ現代＋「新型コロナに揺れる町 定点ルポ・巨大商店

街の人びと」は、興味深い内容だった。全国各地の商店街も同じような状況にあると

思うので、商店街の縮図を映し出していたと思う。商店街は地域にとって重要なコ

ミュニティーの場だと思う。新型コロナウイルスの感染拡大で、コミュニティーの場

や機能が崩壊する危機に直面していることを思い知った。経済的な面だけではなく、

いかに維持していくかということも深く問われている。東北地方は人口が減っている

地域も多く、既にコミュニティーが崩壊しているところもある中で、新型コロナウイ

ルス感染症の影響をふまえ今後はどのように対応していくべきなのかまで考えさせ

られた。 

 

○  ４月９日(木)のクローズアップ現代＋「医療崩壊どう防ぐ？ヒント各国の先進事例 

軽症者対応がカギ」では、ドイツや韓国などの医療現場での取り組みを紹介していた。

医療崩壊を防ぐ鍵は軽症患者の対応で、韓国では軽症患者を生活治療センターに完全

に隔離していた。ドイツは、もともと自宅で療養ができるように支援体制ができてい

るそうだ。またどちらの国でも重症化した場合はすぐに専門の病院にアクセスできる

仕組みがしっかりとできていた。日本でも医療崩壊が起こらない体制作りが求められ

ている。今後も海外の状況を伝え、日本の参考になるような番組をぜひ作ってほしい。 

 

○  ４月１５日(水)のガッテン！「今こそ備えて！オレオレ詐欺を元から断つ秘策」を

見た。新型コロナウイルスの感染防止のため外出自粛が求められ、特殊詐欺が増えて

いるということで、以前紹介した詐欺を防ぐ方法を再編集して放送していた。日々の

ニュースでは伝えられない内容でとてもよかったと思う。一番心に残ったのは、留守

番電話にしておくことでオレオレ詐欺を防ぐ方法。留守番電話の応答メッセージを自

分のことばで吹き込む山形県の例が紹介されたがとてもよかった。「ためしてガッ

テン」は影響力のある番組だと思うので、特殊詐欺防止の方法をどんどん広げてほし

いと思った。再放送でえりすぐりの番組をこれからも放送してほしい。 

 

○  「おはよう宮城」と「てれまさむね」を毎日見ている。全国放送の番組では地域の

情報は少ないので、より身近な情報を得ることができる地域のニュース番組を頼りに

している。新型コロナウイルスの感染者数の推移や市町村の動きなどの情報のほかに、

この状況を乗り越えるための新たな取り組みも紹介されバランスがいい構成だと感

じている。全国放送の番組で全体の状況を知って、地方の番組で身近な情報を知る。

今後も地域の放送に期待している。 

 

○  ＮＨＫニュース・防災アプリを使っているが市長の会見がライブ配信されるなど、
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地域の情報をいち早く知るのに役立っている。 

 また、Ｅテレなどで、子どもたち向けに新型コロナウイルスの影響で日本や世界で何

が起きているのか、自分はどうしたらいいのかという情報を分かりやすく伝える番組

があるといいのではないかと思っている。 

 

○  連日、新型コロナウイルスの話がニュースで取り上げられるが、間違った情報にだ

まされず、正しい情報を知ることが本当に大切だと感じている。わかりやすい説明が

できる専門家を招いて、視聴者に良質な情報を伝えてほしい。手洗い、うがい、マス

クの着用などの予防について、ミニ番組等で繰り返し放送しているがとてもよいと思

う。多くの人の記憶に残るように今後も続けてほしい。 

 

○  ＮＨＫニュース・防災アプリで、知事の記者会見をライブ配信しているが、すべて

の会見ではないと思う。どのように判断して配信しているのか。地域の情報を得るた

めに、自分の住んでいる地域の記者会見は配信してほしいと思っている。 

 

（ＮＨＫ側） 

  全国各地で、毎日多くの記者会見を行っているので、時間

帯が重なった場合など、すべてをライブ配信することは難し

い。影響の大きさなどを考慮して判断をしている。 

 

○  ４月４日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）選「沢則行×宮城聰」

を見た。人形劇師の沢則行さんと静岡県舞台芸術センターの芸術総監督の宮城聰さん

という舞台芸術に携わる２人の対談だった。一つ一つことばを選んで話しをしていて、

非常に興味深かった。幅広い表現方法について、さまざまな考えを思い巡らせること

ができた。「ＳＷＩＴＣＨインタビュー達人達」は、放送時期をあまり選ばない内容

だと思うので、新型コロナウイルスの影響で番組制作に支障が出ているのであれば、

どんどん再放送をしてもいいのではないか。 

 

○  ４月６日(月)の「テキシコー」を見た。プログラミングに必要な分解、組み合わせ、

一般化、抽象化、シミュレーションの５つの思考を目で見てわかりやすく、おもしろ

く伝えてくれる番組だった。2020 年度から小学校でプログラミング教育が必修になる。

親の世代でもプログラミングとはどういうものかを子どもに説明できる人は多くな

いと思うので参考になる。番組を見て終わりではなくて、親子で一緒に会話をしなが

ら楽しめる番組になっていた。新型コロナウイルスの影響で、再放送が増えていると

思うので、過去のおもしろかった番組をもう一度見られることも楽しみだ。 
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○  ４月１１日(土)のＥＴＶ特集「緊急対談 パンデミックが変える世界～海外の知性

が語る展望～」を見た。イスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリ氏の「今日は

感染者が何人だったとか、病院に何台の人工呼吸器があるといった話は重要だが、政

治状況にも焦点を当てるべきだ。民主主義は平時には崩壊しない。崩壊するのは決

まって緊急事態のときである」という指摘に納得した。私たちが注視するべきなのは、

この緊急事態に行政が打ち出す政策だと思った。フランスの経済学者で思想家の

ジャック・アタリ氏の発言も示唆に富んでいてよかった。自ら感染の脅威にさらされ

ないためには、他者への感染を確実に防ぐ必要があるということを痛感した。道傳愛

子キャスターの的確なインタビューもすばらしかった。 

 

○  ３月２０日(金)ＢＳ１スペシャル「全国オモシロ番組選手権 グランプリ みち

たん～知られざる東北ディープ～」(ＢＳ１ 後 5:00～5:49)は、 東北のあまり知られ

ていない地域のおもしろい情報を集めたスペシャルだった。「みちたん」らしい緩い

雰囲気で、セットも合っていてとてもよかった。視聴者がテレビを見ながらつっこみ

を入れているかのようにゲストがコメントをしていて臨場感があった。変わったもの

を集めているだけではなく、東北の知られていない伝統や名物を感動的に伝えている

ので、地域の活性化に一役買っていると思う。写真映えする場所を紹介していて、若

者の心にも届く内容も多いのではないか。番組の終わり方も、これで完結ということ

ではなく、これからも続くという余韻があり、今後も期待したいと思った。 

 

ＮＨＫ仙台拠点放送局 

番組審議会事務局 
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