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２０２３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、１６日(木)、ＮＨＫ仙台放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、前回の番組審議会での答申を受け「２０２３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「２０２３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、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  佐藤勘三郎（株式会社ホテル佐勘 代表取締役社長） 

副委員長  南條 和恵（仙台大学柔道部女子監督） 

委 員      丑田 香澄（一般社団法人ドゥーラ協会 理事)  

佐々木裕司（東北電力株式会社 常務執行役員） 

佐藤 多恵（シンガーソングライター） 

武田 靖子（株式会社ジョイン 専務取締役） 

永井 温子（株式会社 Ridun 代表取締役） 

         松沢  卓生（株式会社松沢漆工房 代表取締役） 

         宮川 宏 （河北新報社 論説委員会委員長） 

          

（主な発言） 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○  ２月１７日(金)の東北ココから｢震災を詠む 〜三十一文字に刻むそれぞれの“あの

日”〜」を見た。ロバート・キャンベルさんの存在感が大きかった。短歌の番組とい

うこともあり、ＢＧＭを控えめにして、歌のリズムを優先させたことはよかった。女

子高生の２人が大人とは違う視点で話していたのが、印象的だった。震災から何日目

と数えながら短歌を詠んでおり、時の過ぎゆくさまがよく表れていて、興味深かった。 

 

○  ２月１７日(土)の発見！あおもり深世界「志功が愛した青森」を見た。板画家の棟

方志功の貴重な映像や実際に面識のある人のリアルな思い出話を取り上げていて、本

人の明るいお茶目な人柄が伝わってきた。普段は見ることができない作品など、未公
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開のものを掘り起こして発信しており見応えがあった。青森を誇らしく思うような、

ポジティブな気持ちにさせる内容だった。 

 

○  ３月３日(金)の「あなたの“伴走曲”は何ですか？」(総合 後 7:30～8:42)を、出演

したアーティストも気になり見た。序盤から演出のスケールが紅白歌合戦なみに大き

く、しっかりした作りの音楽番組だと感じた。震災でのエピソードやコロナ禍で大変

だったことなど、一人一人のエピソードを知った上で聴く曲は、心に刺さった。前半

は楽しい感じの曲でまとめていて、後半につれてことばの力を感じる曲を持ってきて

いる構成がよかった。また、いぎなり東北産というアイドルが歌う「3000ｄａｙｓ」

という曲は、震災を経験した思いがあふれる歌で、涙が出た。伝え続けるという使命

を感じて活動していることがよく分かった。東北ゆかりのアーティストの曲が多く、

よかった。 

 

○  ３月３日(金)の「あなたの“伴走曲”は何ですか？」を見た。３月という時期の放

送で、震災と結びつけて見た方も多いと思うが、そうした方々には、少し違和感が残

る内容だったのではないか。シンガーソングライターの日食なつこさんが映像で見ら

れるのは貴重だった。 

 

○  ３月１０日(金)の東北ココから「３.１１言の葉トラック～あの日、何をしていまし

たか？～」を見た。陸前高田での場面にはぐっと引き込まれ、介護士の青年が「３．

１１は生きなきゃと思う日であり、こう生きたいと伝える人間になりたい」と語って

いたことが印象的だった。エンディングでは「明日は３月１１日、みなさんは何をし

ていましたか？」というナレーションとともに、ペンと紙を映していた場面があった

が、これはあなたもことばに表し、あの日を思い出して、生きている意味を考えてみ

ませんかというさりげない誘いだと感じ、ほんの１分ほどのエンディングに企画の趣

旨が凝縮されていて、すばらしかった。 

 

○  ３月１０日の東北ココからを見た。ナレーションを担当した Kis-My-Ft2 の藤ヶ谷

太輔さんの語りが心地よく感じた。トラックが東北以外も訪れていたが、東北各県や

もっとほかの多くの地域を回ってほしいと思った。取材に答えていた人たちの属性は、

当時の肩書きや年齢などにしたほうが、時の流れを強く実感できるのではないかと

思った。震災の記憶がない子どもについては、記憶をつなぎつつも、子どもたちが震

災を背負うことが単なる美しいこととならないよう、取り上げ方には気を遣っている

と感じた。 

 

○  ３月１０日の東北ココからを見た。東京から始まり陸前高田で終わる旅だったが、
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どのことばも胸に刺さった。住んでいたところに関係なく、震災は、大なり小なりそ

れぞれの人生を変えていると感じた。エピソードはホームページでも見られるそうだ

が、テレビでもう少し映してほしかった。宮城の３０代の男性の「自分が生きている

今日の一日は、誰かが生きたかった一日」ということばは、誰かのために生きていか

なければならないという、とても印象的なもので、震災の記憶がない若者にも響くこ

とばだと思った。まだまだ記憶も心の傷も癒えていない現実を感じ、復興とは目に見

えるものだけではないということを再確認した。 

 

○  ３月１１日(土)のＮＨＫスペシャル「海辺にあった、町の病院～震災１２年 石巻

市雄勝町～」を見た。ナレーションがほとんどなく、その静けさが印象的だった。津

波が来たときに、自分の命を最優先にして逃げることが大事だというのは分かってい

るが、患者や親しい人がいると見捨てることができないという現実も、やり切れない

と感じた。遺族の方々の考えもさまざまで、ありのまま紹介するという形に徹してい

たのもよかった。震災から１２年がたち、関係者の思いが少し落ち着いたところでし

か取材できなかったのだろうと思った。命や犠牲など、とても重い内容だったが、病

院の窓から見えた雄勝の海などの映像はとても美しかった。こうした番組こそ、ＮＨ

Ｋプラスなどで、広く見てもらいたい。 

 

○  ３月１１日(土)のＮＨＫスペシャルを見た。インタビューと字幕が中心の構成に

なっており、命に関する重いテーマが胸に迫った。遺族たちが心の内を打ち明けてい

たのが印象的で、亡くなった職員の奥さんは、夫が職務を全うしたことを誇りに思う

一方で、本当は逃げてほしかったと複雑な思いを口にしていて、残された方々の思い

は、いまも揺れ続けていることを感じた。また、助かった職員の手記が紹介されてい

たが、その人が番組に登場しなかったという事実が、テーマの重さや、いまだにそれ

ぞれの人に深い傷を残したままだということを浮き彫りにしている気がした。番組を

見た私たち一人一人が自分の命についてどう考えるのか、静かに、かつ強く問いかけ

られているようで、とても印象に残った。 

 

○  ３月１１日(土)のＮＨＫスペシャルを見た。残された遺族が、かなり正直な胸の内

を話していたのがとても印象的だった。非番や訪問看護に出ていて生き残った職員の

方たちも、自責の念にかられどうして自分だけが生き残ってしまったのかと、つらい

思いでいる様子もよく伝わってきた。震災を風化させてはならないということばをよ

く聞くが、時間がたったからこそ言える本音もあると思う。この教訓を未来につなげ

るには、今回紹介されたようなリアルなことばこそが大切で、粘り強く時間をかけて

行った取材には大きな意義があると感じた。重く苦しい内容ではあったが、ところど

ころにきれいな海、青い空、カモメなどの雄勝のすてきな風景があり、救われたと思
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う場面もあった。 

 

○  ３月１１日(土)のＮＨＫスペシャルを見た。地域に親しまれた病院があったことが

証言からよく分かって、ストレートに言うよりも、インタビューで町の方に語っても

らう形で描いていたのがよかった。 

 

（ＮＨＫ側） 

  雄勝病院について、若いディレクターが取材する中で感じて

いたことは、メディアに対する不信感、ある種の諦めのような

気持ちに近いものだった。具体的には、メディア側の話して当

たり前という姿勢や、放送やテーマありきで現地にやって来

て、型にはまるよう求められることに対し、地元では残念に思

っている人が多かった。そういったことを一切やめて、焦らず

少しずつ話を聞き、物事を理解し、できるだけ深く伝えたいと

いう思いを相手にも感じてもらう中で少しずつ距離が縮まった

ことが、今回の番組につながった。若いディレクターたちが迷

いながら、複雑なことを複雑なまま伝えたいと、ナレーション

なしの演出にした。 

 

○  ３月１１日(土)のＮＨＫスペシャル 選「最期の笑顔～納棺師が描いた東日本大震

災～」(総合 前 0:25～1:14)を見た。実際に復元してもらったご遺体と家族が会ったと

きに、ああ、桂子だ、桂子だと、とても泣いて、こんなにきれいであれば子どもにも

会わせられると感謝していたのが印象的だった。日本ではまだなじみが薄いというこ

とだったが、心のケア、人への寄り添い方というのは本当にさまざまで、こういう技

術、仕事を知ることができてよかった。今回のような良質な番組の再放送はうれしい

と感じた。 

 

○  ３月８日(水)のクローズアップ現代「南北４００ｋｍにわたる防潮堤の町 ▽芥川

賞・佐藤厚志さんと行く」を見た。「荒地の家族」の著者の佐藤さんと一緒に岩手県

の宮古・田老地区を回り、それぞれの震災への関わり方が興味深く描かれていた。 

 

○  ３月１０日(金)のアナザーストーリーズ 運命の分岐点「東日本大震災 踏みとど

まった外国人たち」を見た。震災から１か月の間に約５３万人の外国人が日本を離

れ、原発事故がどうなるかも不透明という状況の中で、日本に残った、あるいは日本

に来たのは一体なぜなのか、彼らをそういう行動に駆り立てたのは何だったのかを考

えさせられた。震災の風化が進む中で、こうしたことも伝えていかなければならない
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と感じ、着眼点のよい番組だと思った。 

 

○  ３月１１日(土)のＮＨＫ映像ファイル あの人に会いたい「田畑ヨシ(津波の語り

部)」を見た。昭和の三陸津波と東日本大震災の２つの津波を経験された方で、震災後

にも「つなみふたたび」という紙芝居を新しく作り、それを子どもや若い人に伝えて

いこうという強い使命感が伝わってきた。こういった、若い時に教えられた恐ろしさ

というのは、年月がたっても記憶に残りやすいのではないかと感じた。 

 

○  ３月１１日(土)のＤｅａｒにっぽん「１２年目の告白～岩手・陸前高田 漂流ポス

ト～」をやり切れなさを感じながら見た。遺族が、震災で亡くなられた方へ手紙を書

いて投函するポストの存在は知っていたが、管理人の深い葛藤を初めて知った。手紙

が減ってきているということで、時間の経過や、遺族の心の変化も感じた。管理人の

家族の事情などもあり存続が難しい部分も描かれていたが、別の団体が管理するなど、

工夫できないのかと思った。最終的にはポストをやめないという結末だったが、今後

も継続的に取材してほしい。 

 

○  ３月１１日(土)のＤｅａｒにっぽんを見た。冒頭の映画のような映像が印象深かっ

た。管理人の方が、被災して大切な人を亡くされた思いがつづられた手紙、１２年分

の約 1,000 通を読んでいると知り、重い役を自ら背負っていることに驚いた。思いを

吐き出す場や手段はとても大事で、書く側の気持ちを思ってこうした活動をしている

と感じ、手紙を書いて出す人も管理人さん自身も、それぞれが大切な存在で、そうし

た存在に支えられて、人びとは生きているのだと改めて感じた。また、この番組を震

災で大切な人を亡くした方が見たときに、どう感じたのかも知りたいと思った。 

 

○  ３月１１日(土)「みやぎから、－佐藤健・神木隆之介 新しい旅のカタチ－」(総合 後

3:10～3:54)を見た。俳優の佐藤さんと神木さんが、肩ひじを張らずに、同世代の宮城

在住の方々と向き合って話をする姿が印象的だった。「誰かと関わり力を合わせるこ

とで、想像できないほどのパワーを生むんだ」ということばが胸に響き、視聴者にも

自分にも何かできることがあるかもしれないと感じさせるものだった。番組では、書

籍『みやぎから、』の紹介はしていなかったが、著者印税や仙台謎解きウォークの利

益が寄附されるとネットで知り、もし番組で紹介していれば、イベントに参加しよう

とか、書籍を買ってみようというワンモアアクションにつながったのではないかと

思った。震災当日に、あなたも関われることがあるというメッセージを優しく真っす

ぐに届けていた、すてきな番組だった。 

 

○  ３月１１日(土)のこころフォトスペシャル「あなたを忘れない １２年目の手紙」
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(総合 後 3:55～4:44)を見た。俳優の鈴木京香さんの朗読が心に響いた。印象的だっ

たのは、大好きな旦那さんを亡くされた女性の、写真のあなたは変わらない、いつも

すてきな笑顔なのに私だけが年を取っていくわという手紙で、一緒にいられるという

ことはとても貴重なことなのだと感じた。震災から１２年、毎年震災関連の番組を視

聴しているが、見ている自分たちの側も、受け止め方や考え方の変化が起こっている

のを感じる。今後も取材を続けていってほしいと改めて思った。 

 

○  ２月２５日(土)のＥＴＶ特集「ルポ 死亡退院～精神医療・闇の実態～」を見た。ちょ

うど東京都の精神科 滝山病院で看護師が患者への暴行容疑で逮捕された一週間後ぐ

らいに放送があり、問題の本質は何なのか、病院だけの問題なのかなど、暗部をえぐ

り取った番組で、改めて大きな闇のようなものを感じた。精神科のこうした問題は、

いままで何度も何度も同じようなことが繰り返されていて、単純ではない複層的な問

題だということもよく分かった。 

 

○  ３月１１日(土)総合「はまなかあいづＴＯＤＡＹ」(総合 後 6:05～7:00 福島県域)

を見た。廃炉に向けた作業は少しずつだが着実に進んでおり、行くたびに風景が変

わっていると感じる。多くの人にとっては、情報がアップデートされず、かつての記

憶で時が止まっていることも多い福島第一原子力発電所だが、「６年ぶりの原発入構」

という企画は、福島第一原発について情報のアップデートを可視化するためにも有意

義な手法だと感じた。こうした観点から、県内のみでなく県外や国外にも情報を発信

し続けてほしい。 

 

○  ３月１１日(土)のＥＴＶ特集「震災から１２年 5400 人の“被災地からの声”を掘

る」を見た。番組が１２年かけて集めた、延べ 5,400 人の声の積み重ねは、被災者が

そのとき何を感じて、何を望んで、何を訴えたいのかというのが時間の経過とともに

変化していく様がよく分かった。こうした被災者の声の記録は、今後の防災にも役立

つ非常に貴重な資料だとも思った。「創造的復興というのを被災者は果たして求めて

いたのか。それはやっぱり中央の物差しで見た被災地のつくり替えではないだろう

か」という指摘は鋭いと感じ、創造的復興と被災者が望むもののギャップを端的に表

していた。震災の風化が進むと言われる中、こういう形で被災地から粘り強く問い続

けていくべきで、今後も「被災地からの声」が果たすべき役割は大きいと思う。 

 

○  ３月１１日(土)のＥＴＶ特集を見た。多くの時間と労力をかけ、１２年間で 5,400

人の声を集め、その一人一人と向き合ってきたからこそのドキュメンタリーだった。

高校生だったり、遺族だったり、その時々のありのままの声を伝え続けてきたからこ

そ、アーカイブとなって、時間の変化も伝わる丁寧な番組になっていると感じた。津
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田喜章キャスターの、「一緒にいるという感覚です」ということばに、思わず目頭が

熱くなった。今後、ＮＨＫプラスで「被災地からの声」を配信していくことで、貴重

な声の記録を全国へ届けられるようになり、ありがたい。 

 

○  ３月１１日(土)の篠山輝信×東北旅「バスで！列車で！篠山輝信×震災１２年の東

北旅」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前 8:00～8:59)を見た。大船渡の防災ゲームでは、津波があと３０

分で押し寄せるときの行動などをゲームで体験することで、若い人も考える機会が増

えると感じた。また、石巻のおばあさんが「こういう境遇に遭った人じゃないと分か

らないでしょうね」といったことばはとても重く感じた。建物や道路は復興しても、

目に見えない部分はまだまだだと感じた。篠山さんが長期的に被災地に足を運び続け

ているからこそ、住民の皆さんも本音を語っているのが伝わってきた。震災に関する

報道が少なくなっていく中でも、現状を毎年伝えている番組はありがたいと感じた。

こうした番組をもっと全国で放送して、広く見てほしい。 

 

○  ３月１１日(土)の篠山輝信×東北旅を一緒にじっくり回っている気分になりながら

見た。震災関連というと、重さや苦しさ、葛藤とか苦悩を感じることもあるが、篠山

さんのキャラクターがよく、話すテンポやフットワーク、表情の豊かさなどが、番組

の穏やかなイメージを作っていた。石巻の災害公営住宅では、地域でコミュニケー

ションが苦手な高齢者を取材していて、「この境遇や気持ちは分からないだろう」と

いうことばを受け止めたときの、複雑な表情と、ことばに詰まっている様子はリアル

で、心情がより伝わってきた。建物だけではなく、人のつながりや、心の居場所があっ

てこその復興だと感じた。今後も継続してほしい。 

 

○  ３月１２日(日)のこころの時代～宗教・人生～「原発にあらがい続けて～早川篤雄

『福島からの伝言』～」を見た。原発建設時から長期にわたり、反原発運動の中心と

して活動するとともに、地域のよりどころであった早川さんの人柄が伝わってきた。

落ち着いた構成で、震災前後の写真や映像をふんだんに使い、視聴者を飽きさせない

工夫がなされていた。何度も再放送し、早川さんの「伝言」を全国の多くの視聴者に

届けてほしいと感じた。 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
 


