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東日本大震災関連番組 
 

 

 

 

 

▼３月７日（土） 午後９：００～９：４９ 

『東日本大震災“４０ｍ巨大津波”の謎を追う』 

東日本大震災から９年。あの日、何が起きていたのか。巨大津波が各地を襲ったが、中でも約４

０ｍと突出して遡上高が高いのが岩手県宮古市とその周辺だ。今回発掘した映像には、高台に逃

げた被災者に、巨大津波が襲いかかる様子が克明に記録されていた。住民は「高台に逃げても逃

げても津波が追いかけてきた」と証言する。４０mの津波が町を飲み込むまでは、わずか数分。

なぜ局所的に宮古市に巨大な津波が襲ったのか。地震動から津波高を予測する従来のシステムで

は、予測困難なことも分かってきた。東北沖で地震動を伴わない海底の動きがあり、津波が増幅

していた可能性が浮かび上がったのだ。“サイレント津波”と呼ばれる現象で、最新研究では東京

湾や大阪湾などでも発生する恐れがある。あの日の映像を徹底的に紐解き、新たなリスクにどう

備えるか、最前線に迫る。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

▼３月８日（日） 午後９：００～９：４９ 

『４０人の死は問いかける～大槌町“役場被災”９年目の真実～』 

岩手県大槌町は、中心部が壊滅的な被害を受け、町役場も津波にのみ込まれた。当時の町長や町

の職員など４０人が亡くなり、その多くが役場庁舎で犠牲となった。あの日、津波に襲われるま

での役場の状況を記録しようと町は去年、生き残った職員らから証言を集め、記録誌を編さんし

た。さらに町は「真実を知りたい」という遺族の求めに応えるように、亡くなった職員の当時の

詳しい状況を調べる「死亡状況調査」をこの２月から始めた。多くの職員らが犠牲になった当時

の役場で何が起きていたのか、ＮＨＫは、記録誌の編さんで集められた職員の証言をもとに取

材。震災から９年、「真実」を伝え、そこから見えてくる「教訓」を語り継ぐことで、新たな一歩

を踏み出そうとする町職員や遺族の姿を追った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年２月１３日 

ＮＨＫ広報局 

 



▼３月１1日（水） 午後８：００～８：５４ 

『震災９年“変貌”する街で何が ～復興ハイウェイで変わる被災地～』 

津波と原発事故で大きな被害を受けた東北沿岸部。そこに姿を現したのは完成まで１年を切った

総延長 500ｋｍ超の高速道路“復興ハイウェイ”だ。復興の象徴とも言える高速道路。周辺の町

ではヒト･モノ･カネの流れに変化が生じている。最大規模のかさ上げ工事が行われた岩手・陸前

高田では未だ利用予定のない広大な空き地の活用のために、市外から人や会社を呼び込み発展さ

せる方針だ。宮城・気仙沼では水産関連企業が高速道路で生き残りをはかる一方、経済圏が広が

り東京から大手が進出し新たなせめぎ合いが起きている。福島・双葉町は帰還する住民の雇用確

保の第一歩として町の負担で常磐道にインターチェンジを新設、また富岡町では廃炉従事者向け

アパートの建設ラッシュによる地価上昇も起きている。震災から 9年、巨額投資の復興によって

町やなりわいは震災前とは別のものに姿を変えようとしている。被災地が１本でつながるハイウ

ェイを行き、そのドラスティックな変貌から“復興後の被災地”を描く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼３月１４日（土） 午後９：００～９：４９ 

『“奇跡”の子と呼ばれて ～釜石 小中学生の震災９年～』 

ラグビーＷ杯で注目された岩手県釜石市の「復興スタジアム」は、東日本大震災で破壊された小

中学校跡地に建設された。学校が津波にのまれた時、生徒達はいち早く高台に自主避難してほぼ

全員が助かり“釜石の奇跡”と報じられ賞賛された。だが、津波で親を失った子や友人隣人を失

った子も多く、彼らは “奇跡”と“悲劇”の狭間で、震災の記憶を封印するように生きてきた。

あれから９年、“奇跡”の子たちは大人になった。就職に迷う者、仕事の壁にぶつかる者、人生の

岐路に立ついま、封印した過去とようやく向き合い始めた。東京の短大で学ぶミカさんは、親友

リコさんの死を受け入れられず、今も“二人一緒にいる感覚”が続き苦しむ。二十歳の成人式を

前に、ミカさんは、友の家族で唯一生き残ったリコさんの祖父を訪ねる。９年を経て、初めて語

り合えたリコさんのこと。互いに封印してきた思いがあふれ出す。“奇跡”の子たちの震災９年の

今を見つめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼３月１５日（日） 午後９：００～９：４９ 

震災関連番組 
 

タイトルは仮です。            



報道資料                                 

２０２０年２月１３日 

ＮＨＫ広報局 

 

東日本大震災関連のおもな番組 

東日本大震災から９年となる３月、さまざまな番組で視聴者とともに震災を見つめ直し、被災地を応

援する番組を展開する。 

 

〇「未来へ しあわせ運べるように ～福島こども合唱団～（仮）」 

３月７日（土）総合 午後３：３０～４：２４ 

阪神淡路大震災の後、神戸で生まれた復興の歌「しあわせ運べるように」。この歌は今、福島の子ど

もたちに歌い継がれ、人々を励まし続けている。犠牲となった家族、傷ついたふる里。原発事故による

風評被害･･･。子ども達は様々な葛藤を抱えながら、それぞれの思いを歌に込めてきた。歌を通して

“あの日”と向き合う、福島の子どもたち７年間の物語。 

 

 

〇「“死者ゼロ”を目指せ～デジタル新時代の情報発信とは～」 

３月８日（日）総合 午後２：００～３：００ 

ＮＨＫとフジテレビ、そしてヤフーが垣根を越えて、災害時に犠牲

者を一人でも減らしていくために、メディア同士が協力できること、

連携できることを真剣に考えるコラボ特集。 

あの日、「未曾有の大災害」と「想定外の被害」に直面した NHK･民

放･デジタルメディア。実は平時にはあり得ないメディア連携が生ま

れていた。東日本大震災から９年。さらにその後も続いた自然災害。

メディアの報道はどう進化してきたのか。私たちは“犠牲者ゼロ”を

目指し、メディアの壁を越えて、新時代の情報発信を考え、デジタル 

新時代に目指すべき情報発信のあり方を、メディアを越えて徹底討論 

する。 

 

 

〇ごごナマ「特集 震災から９年」 

３月１１日（水）総合 午後１：００～４：００ 

午後の生放送番組「ごごナマ」では３時間の震災特集をお送りします。陸前高田市出身で俳優の村上弘

明さん、仙台市出身で中学生の時に被災した経験を持つ AKB４８の佐藤朱（あかり）さんをゲストに招

き、自らの体験や思いを語ってもらうほか、中継やＶＴＲで、当日の現地の表情や、震災から９年となる

復興の現状・課題を見ていきます。政府主催の追悼式も、この時間の中でお伝えします。 

（出 演）船越英一郎 美保純 阿部渉アナウンサー  

稲塚貴一アナウンサー 安倍みちこアナウンサー 松村正代アナウンサー 

（ゲスト）村上弘明 佐藤朱（AKB48 Team 8 宮城県代表 / Team B） 

 

 

NHK 

井上あさひ 

アナウンサー 

フジテレビ 

伊東利尋 

アナウンサー 



○ハートネットＴＶ「震災９年 “消えない喪失感”と向き合う」（仮） 

３月１１日（水）Eテレ 午後８：００～８：２９ 

家族の遺骨が見つからず、「死んだと思ってないが、周りはそ

うさせてくれない」と話す行方不明者の家族。昔と変わってし

まった“故郷であって、故郷でない”町の姿に、割り切れない思いを抱える福島の住民。こうした“あい

まいな喪失”は、“あいまい”さゆえに解決できず、葛藤を抱えたままの人も少なくない。いま被災者が

口にする“消えない喪失感”に、どう向き合えばいいのか。被災地の声を通し考える。 

 

〇BS１スペシャル「震災９年 奇跡の“里浜”に生きる」（仮） 

３月１０日（火）ＢＳ１ 午後８：００～８：５９ 
東日本大震災の後、東北の沿岸には高い防潮堤が次々と建設され、景色は一変した。そんな中、移転計

画の変更を求め、津波を耐えた里浜とともに生きる選択をした人々がいる。人口の１割、58人が亡くな

った仙台市「新浜地区」。江戸時代から作られた南北 50キロに渡る貞山運河と美しい松林が、豊かな恵

みをもたらしてきた。新浜で生まれ育った瀬戸勲さん（76）は、先人の知恵を受け継ぎ、仲間とともに

「自然と生きる」かけがえのなさを伝え続けている。驚異的に自然が再生し、今や絶滅危惧種の宝庫とな

った新浜。その暮らしに魅せられ、一度は「怖い」と避けていた海への思いを改める人たちも増えている。

瀬戸さんの孫・孟さん（21）も祖父から伝統的なくらしを学び始めた。震災の脅威がなくなることはな

い中、私たちはどんな生き方を選び取れば良いのか、新浜地区から見つめる。 

 

 

 

 

 

 

 

〇「篠山輝信×震災９年の東北旅」 

３月１１日（水）BSＰ 午後９：００～１０：２９ 

朝の生活情報番組「あさイチ」で毎年３月に放送してきた、コーナー企画『バスで！列車で！アッキ

ーがゆく“復興の地"』の２０２０年スペシャル版。“アッキー"こと俳優の篠山輝信さんが、バスや列車

の公共交通機関を使って、岩手から宮城、福島へと東日本大震災の被災地を旅する。目にするのは、震

災から９年が経つ地域の変貌ぶりや、成長した若者たちの息吹、変わらぬ悲しみ、未来へともがきつづ

ける姿…。みちのく・東北の旅情に誘われながら、“気になる東北”の等身大の姿が見えてくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〇「８Ｋ映像が語る震災遺構」 

 ３月１日（日）８Ｋ 午後２：００～２：５９ 

東日本大震災で被災した建物の多くは、この９年間で次々に解体されてきた。「壊れた建物を見ると

あの日の光景がよみがえってつらい」という地元の声や、維持するのに多額の費用がかかる、復興工事

の妨げになるといったことが解体撤去の主な理由だ。一方で、震災の記憶をいかに後世に伝えていくの

かが課題となっている。 

仙台拠点放送局では、震災の爪痕を今に伝える建物を“震災遺構”として８Ｋカメラで撮影してい

る。津波で破壊された岩手県宮古市のホテルや、横倒しになった宮城県女川町の交番、そして、爆発の

痕跡が生々しい東京電力福島第一原発など、７か所を放送する。スーパーハイビジョンの超高精細映像

を生かし、視聴者が現場に居合わせているように感じられるよう、ひとつのカットを長めに見せ、ナレ

ーションや音楽をつけずに番組にした。津波の威力や原発事故の様子を克明に伝えることで、今後の防

災などに役立てていく。 

 

＜今回放送する震災遺構＞ 

・たろう観光ホテル（岩手県宮古市）      ・米沢商会ビル（岩手県陸前高田市） 

・高野会館（宮城県南三陸町）         ・旧女川交番（宮城県女川町） 

・旧ＪＲ野蒜（のびる）駅（宮城県東松島市）  ・旧中浜小学校（宮城県山元町） 

・東京電力福島第一原子力発電所               今後も別の場所の撮影を行う予定。 

 

 

〇「原発事故 9年 地域復興と廃炉に向けての課題は？」 

３月 1１日（水）ラジオ第１ 午後８：０５～９：５５ 

東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故から９年。福島の被災地では、除染やインフラ

整備などが進む一方、依然としておよそ４万人が全国で避難生活を余儀なくされており、国の復興政策

のあり方も問い直されている。番組では、被災地のさまざまな「いま」を短い録音構成で紹介しなが

ら、スタジオの専門家の議論を通して、被災者ひとりひとりの暮らしと地域の復興に向けて必要な課題

を考える。 

 

 

たろう観光ホテル（岩手県宮古市） 旧女川交番（宮城県女川町） 
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NHK 広報局 

【東日本大震災 9 年 関連特番】 

“死者ゼロ”を目指せ 
~デジタル新時代の情報発信とは~ 

《放送： 3 月 8 日（日）午後 2 時～3 時 総合 》 

 

あの日、「未曾有の大災害」と「想定外の被害」に

直面した NHK･民放･デジタルメディア。実は平時に

はあり得ないメディア連携が生まれていました。それ

から 9 年。デジタル新時代に目指すべき情報発信のあ

り方を、メディアを越えて徹底討論します！ 

 

 

 

 

 

 

NHK×フジテレビ×ヤフー 共同企画   ｢その時｣ メディアに何ができるのか 

東日本大震災から 9年。さらにその後も続いた自然災害。メディアの報道はどう進化してきたのか？ 

私たちは“犠牲者ゼロ”を目指し、メディアの壁を越えて、新時代の情報発信を考えます。 

フジテレビの担当者より 

わ・す・れ・な・い  

死者をゼロにする情報 
 

未曾有の災害を忘れず教訓とするため、津波の動きと

人々の行動を時系列で検証してきたシリーズ「わ・す・

れ・な・い」。今回は、あの日どのように災害情報が伝

わり、避難行動に結びついたのか、当時のＮＨＫ、フ

ジテレビの報道、ヤフーの検索データなども交え、映

像と証言から検証。災害時に死者をゼロにするため、

メディアにできることを考えます。 

《放送：3 月 11 日(水) 午後 3 時 50 分～4 時 50 分》 

ヤフーの担当者より 

ビッグデータから考える 

災害時の情報配信 
 

ビッグデータをもとに東日本大震災当時の被災地のニ

ーズを分析。本企画に際して NHK、フジテレビにもデ

ータを提供、情報配信のあり方をデータの観点から考

えます。Yahoo! JAPAN では検索やメディア・EC など多

岐に渡る事業を通じて蓄積したビッグデータを AI 技術

で分析し、自社のサービス改善に活用してきました。ヤ

フー独自のビッグデータで、今回の取り組みを支援し

ます。 

井上智晶 

フジテレビ報道局取材 

センター室長/社会部長 

ヤフー 天気-災害 

サービスマネージャー 
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