
報道資料 １２月会見の続報 ２０２１年 2 月 10 日 

ＮＨＫ広報局

《東日本大震災 10 年 主な企画・展開》 

●ＮＨＫ民放 ６局防災プロジェクト 『キオク、ともに未来へ。』（3 月 6 日～31 日） 

東日本大震災 10 年を機に実施するＮＨＫと民放キー局５社の共同プロジェクト。

共通キャッチフレーズのもと、各局がドキュメンタリーやニュース企画などを制作、企画開発

から番組制作まで、垣根を越えて協力しながら進めていく。目的は、未来のいのちを守るため、

過去の経験から学び、次世代へ繋げること。参加番組は 3 月末まで TVer でも配信する予定。

また、プロジェクトは、平時から防災・減災の取り組みに力を入れている日本赤十字社や

被災地の活動団体への支援金募集などを行う中央共同募金会とも協力する。

（ＮＨＫで制作する特集番組）

「あしたの命を守りたい ～ＮＨＫ民放 取材者たちの震災 10 年～（仮）」 

ＮＨＫと民放５社の震災取材担当者がスタジオに集まり、震災や復興過程

での経験を持ち寄って、未来の命を守るため、私たちは何ができるのかを

考える。

【放送予定】2021 年 3 月 14 日(日）総合 午後１時 50 分～3 時 00 分

※一部地域では別日時。

＜共同プロジェクト参加放送局＞ 

ＮＨＫ 日本テレビ テレビ朝日 ＴＢＳ テレビ東京 フジテレビ  

●ピックアップ特集番組

総合 

・「ごごナマ 東日本大震災から 10 年」 

宮城・岩手・福島の３県とスタジオを中継で結び、各地の当日の表情や復興の現状を伝えなが 

ら、西田敏行さんら東北ゆかりのゲストが自らの震災体験・故郷への思いを語る。10 年目の 

午後 2 時 46 分を祈りの中で迎え、改めて、私たち一人ひとりが震災体験を語り合い、共有す 

ること、そして次の世代に伝えていくことの大切さを確かめ合う。 

【出演】西田敏行ほか 【放送予定】2021 年 3 月 11 日(木） 午後１時 40 分～4 時 20 分 

あの日、そして明日へ 
～それぞれの 3654 日～ 

あの日に体験したこと。それは、一人ずつ違っています。 
あの日から一歩ずつ積み重ねてきた日々も、 
一人ずつ、一日ごとに、大きく違っています。 
決して一様ではない違いを「それぞれ」という言葉に、 
10 年の一日一日を「3654 日」という言葉に託しています。 
今、追悼し、課題を見つめ、力強い復興の道程を振り返ることで、 
次の一日、次の 10 年に生かし、未来へとつなげていきます。 



・「ＮＨＫスペシャル 特別編成（既報）」 

3 月 6 日から 14 日まで 8 本を集中的に編成。 

震災前の 2005 年から 16 年にわたって仙台・荒浜という半農半漁の 

地域を記録し続けたドキュメンタリーでは、大漁と豊作をもたらす風 

＜イナサ＞とともに暮らしてきた人々を見つめ、津波によって、 

“失われたもの”“変わらないもの”“守り継がれたもの”を描く。 

この「イナサ ～風寄せる大地 16 年の記録～」3 月 8 日放送など。 

 

・「しあわせ運べるように ～被災地をつないだ心の歌～（仮）」 

災害が相次ぐ中、被災地ではさまざまな“心の歌”が、人々を慰め勇気づけてきた。その一つ、 

神戸の復興の歌「しあわせ運べるように」は、東日本大震災や熊本地震などの被災地でも歌い継 

がれている。福島と神戸の子供たちの交流の記録と共に、人々の心に残る名曲に秘められたエピ 

ソードを紹介。復興を応援するアーティストのライブ演奏も交えながら、あの日の記憶や教訓を

未来へとつなぐメッセージを伝える。 

【出演】森山直太朗 福島しあわせ運べるように合唱団 ほか 
【放送予定】2021 年 3 月 13 日(土）午後 4 時 50 分～6 時 00 分 

 

・「“ありがとう”を３.１１に伝えよう委員会（仮）」 

東日本大震災で被災した人たちが、家族や友人、同僚、お世話になった方々に、これまで言えな 

かった『ありがとう』の思いを伝え、この 10 年間をねぎらいあう番組。 

この企画は、もともと宮城県気仙沼市の住民が、「3.11 を感謝の言葉であふれる日にしたい」と、 

「“ありがとう”を 3.11 に伝えよう委員会」を立ちあげたことが発端。彼らが伝える、いくつも 

の『ありがとう』の物語から、被災地の人たちが歩んできた 10 年間を見つめる。 

【出演】井ノ原快彦 南野陽子 【放送予定】2021 年 3 月 13 日(土）午後 7 時 30 分～8 時 43 分 

 

・「音楽で心をひとつに ～Music for Tomorrow～」 

震災後、悲しみにくれる人々を勇気づけた歌や音楽。世界中の 

アーティスト達からの支援を糧に、被災地は復興に励んできた。 

しかし、いま各地で自然災害が頻発し、新型コロナの感染が拡大。 

世界は改めて癒やしと希望を必要としている。離れていても、 

困難なときこそ、心をひとつにして、明日へつないでいこうとい 

うアーティスト達のパフォーマンスとメッセージをお届けする。 

【出演】レディ･ガガ  平原綾香 ＪＵＪＵ スガシカオ 渡辺貞夫 渡辺謙ほか 

【放送予定】2021 年 3 月 27 日(土）午後 11 時 00 分～翌 0 時 00 分 

 

・「土曜スタジオパーク 東日本大震災 10 年 あなたのそばで明日が笑う ゲスト綾瀬はるか」 

特集ドラマ「あなたのそばで明日が笑う」放送当日、主演の綾瀬はるかさんをゲストに迎えて 

生放送。宮城県石巻市を舞台に、行方不明の夫を待ち続ける女性が前を向き歩み出す物語。撮影 

中の印象的なエピソードや共演者インタビューを交え、ドラマと被災地への想いをたっぷりと伺 

う。綾瀬さんと福島各地との長年に及ぶ交流の様子や、震災 10 年の様々な関連特集番組も紹介。 

【出演】綾瀬はるか 近藤春菜 足立梨花 松岡忠幸アナウンサーほか  

【放送予定】2021 年 3 月 6 日(土）午後１時 50 分～2 時 50 分 

 

 

 

 

 

 



 E テレ  

・ドラマ「ハルカの光」  

宮城で漁師の娘として育ったハルカは、東日本大震災で、家や多くの友人をなくした。 

照明オタクのハルカが照明の魅力を人々に伝え、その人たちにぴったりな照明を見繕う過程で、 

人々の人生に次々と「光」がもたらされていく。そしてハルカ自身もまた、数々の出会いを通し 

て心の傷を乗り越え希望の光を見いだしていく。ユーモアとペーソスあふれるタッチで描く 

新感覚・文化教養×ドラマ！ 

【出演】黒島結菜 古舘寛治 

【放送予定】2021 年 2 月 8 日(月）スタート 毎週月曜午後 7 時 25 分～7 時 50 分  

※3 月 8 日(月) 最終回  

 

・「１００分ｄｅ名著 １００分ｄｅ災害を考える」 

古今東西の名著を 4 回シリーズで読み解く番組。3 月の放送では、寺田寅彦「天災と日本人」、 

柳田国男「先祖の話」、セネカ「生の短さについて」、池田晶子「14 歳からの哲学」を取り上げ、 

「災害との向き合い方・生きる力・未来を拓く叡知」を読み解いていく。 

【朗読】滝藤賢一 【出演】伊集院光 若松英輔（東京工業大学教授・批評家）ほか 

【放送予定】2021 年 3 月 1 日(月)～ 4 回放送 毎週月曜午後 10 時 25 分～10 時 50 分 

 

・震災 10 年特集「がんこちゃんと失われたふるさと」 
人形劇でおなじみの「ざわざわ森のがんこちゃん」が、3.11 を知らない子どもたちとその家族

に向けて放送するスペシャル番組。恐竜の女の子・がんこちゃんが、大きな災害にあい避難して

きた鳥の子ども「ソラ」と出会い、様々な困難がありながらも心を通わせる姿を通して、「被災

とはなにか」を伝えるとともに、「自分の身になって被災者を思いやる心」の大切さを描く。放

送後は「NHK for School」で公開。 

【放送予定】2021 年 3 月 11 日（木）午後 6 時 20 分～6 時 40 分 

  

 

 ＢＳ１  

・ＢＳ１スペシャル「映像記録 東日本大震災 発災からの 3 日間 ／1 年の苦闘」（国際放送連動） 
東日本大震災の経験を後世に伝えるため、ＮＨＫでは当時被災地で撮影された膨大な映像で構

成した記録番組を制作。ＢＳ１放送に加え、国際放送を通じて世界に発信する。前編では長く続

いた激しい揺れや大津波の様子、後編では発災後１年の被災地での苦闘を描く。 

【放送予定】2021 年 3 月 7 日(日）午後 10 時 00 分～10 時 49 分、11 時 00 分～11 時 49 分 

 

 

 ＢＳＰ  

・バスで！列車で！ 篠山輝信×震災 10 年の東北旅 
東日本大震災から 10 年。震災直後から継続的に東北沿岸部の町の変化を見続けてきた番組があ

る。朝の情報番組「あさイチ」で毎年３月に放送され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”』。“アッキー”こと俳優の篠山輝信さんが旅人となり、震災で一度は

ズタズタになった公共交通機関を乗り継ぎ、青森・岩手・宮城・福島へと、被災した土地土地を

訪ねながら、復興へと向かう町の様子や人々の思いを伝えてきた。今年はコロナ禍でアッキーが

現地を訪ねることはできなかったが、この 10 年繰り返してきた旅を振り返れば、震災後に歩ん

できた人々の営み、それぞれの“復興”のありよう、未来への課題が等身大に迫ってくる。旅情

あふれる東北の情景とともに、この 10 年の被災地と人々の歩みをアッキーとともに伝えるスペ

シャル版。 

【放送予定】2021 年 3 月 12 日(金）午後 11 時 15 分～翌 0 時 44 分 

 

 



ＢＳ８Ｋ 

・８Ｋ映像が語る震災遺構「あれから 10 年」

被災地で、いまもっとも大きな課題のひとつが「震災の伝承」だ。

その核となるのが、「震災遺構」の保存。震災から 10 年に向け、残された数少ない遺構の保存が

進められている。ＮＨＫの仙台、福島、盛岡の被災３局は、２０１８年から震災遺稿を８K で記

録してきた。新撮も含め再構成して放送するとともに、貴重なアーカイブとして保存・公開する。

【放送予定】2021 年 3 月 7 日(日)午後 7 時 00 分～7 時 59 分

ラジオ

・震災 10 年特集「福島発＃ラジオ１Ｆ(いちえふ)便」

福島第一原発（1F）から生放送。原発と周辺被災地の復興の今を、“リアルな日常”を通して同

心円状に描き出す。たとえば、原子炉建屋の中（0km）、１Ｆ構内の日々(1km)、住民帰還が始ま

った町内(5km)、移住者の活動が活発化する隣町（15km）、風評払拭のチャレンジが進む浜通り

地方（30km）。それぞれに生きる人たちは何を考え、どう日々の生活を営み、何に悩んでいるの

か。ドキュメント・中継・インタビュー・リスナーへの生アンケートなどさまざまなスタイルで、

ポスト 10 年に向けた前進のヒントをあぶり出す。

【放送予定】2021 年 3 月 13 日(土）R1 午後 5 時 05 分～5 時 55 分、午後 6 時 05 分～6 時 50 分

●ＮＨＫプラス 震災 10 年プレイリスト（2 月下旬～3 月下旬）

ＮＨＫプラスでは、＃震災 10 年というプレイリストを編成。ニュース、ドキュメンタリー、 

ドラマほかさまざまなジャンルの関連番組を放送から 1 週間同時・見逃し配信する。また、これ

まで 10 年の間に放送してきたＮＨＫスペシャルなどの番組を「津波」「こども」「原発」「福島」

などのテーマごとにプレイリスト化し、ひとりひとりの「もっと見たい」に応える。 

「＃震災 10 年」プレイリスト URL https://plus.nhk.jp/watch/pl/1e8b50af-ad3a-429c-8d54-87d89241d936 

※公開は 2 月下旬予定

●「震災と未来」展―東日本大震災 10 年（既報）（お台場 日本科学未来館 3 月 6 日～28 日）

ＮＨＫがこれまで取材・記録・蓄積してきた映像や資料を中心に、震災を風化させることなく、 

未来に教訓を伝えることをテーマに構成、関連の特集番組とも連動する特別企画。 

開催にあたっては、事前予約や整理券による入場など、必要なコロナ対策を適切に実施。 

またコンテンツを放送やＷＥＢでも紹介する予定。 

渋谷サテライトとしてＮＨＫプラスクロス SHIBUYA でも開催（2 月 21 日～3 月 13 日） 

（詳細別紙参照） 

※情報は変更になる場合があります。

https://plus.nhk.jp/watch/pl/1e8b50af-ad3a-429c-8d54-87d89241d936


６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４
（土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日）

午前10:05～10:53 午前8:15～9:54 午前10:05～11:00

午後0:15～1:00 午前10:15～11:00

午後1:50～2:50 午後1:50～2:54 午後1:40～4:20 午後1:50～3:00

午後3:30～4:42 午後3:05～4:07 午後3:55～4:50

午後4:42～6:00 午後4:07～5:10 午後4:50～6:00

午後6:05～6:43 午後5:10～5:55

※BS4K同時
１(月)午後7:30～8:42 午後7:30～8:43 午後7:30～8:42 午後7:30～8:42 午後7:30～8:42 午後7:00～8:45 午後7:30～8:43 15(月)午後7:30～8:42

午後9:00～9:59 午後9:00～9:59 午後10:00～10:59 午後10:00～10:49 午後10:00～10:49 午後10:00～11:13 午後9:00～9:49 午後9:00～9:59 27(土)午後11:00～翌0:00

深夜0:35～4:30

午後2:00～3:00 午前9:00～9;45 午前6:35～6:45

午後3:00～3:45

午後7:25～7:50 午後6:20～6:40

１(月)午後7:25～7:50 5(金)午後8:00～8:44 午後11:00～翌0:29 午後8:00～8:29 午後8:00～8:29 午後8:00～8:29 午後6:40～7:15 午後8:00～8:44 午後11:00～11:59

1(月)午後10:25～10:50 深夜1:00～1:45 午後10:25～10:50 午後9:00～9:25 午後9:00～9:25 午後10:50～11:15 深夜0:30～1:15 15(月),22(月)午後10:25～10:50 25(木)午後10:00～10:44
きょうの料理 きょうの料理 27(土)午後10:50～11:00

いつも&もしもの防災レシピ いつも&もしもの防災レシピ
さば缶ビビンバ・乾パンチャンプルー 最強みそ・最強液酢(エキス)

午後7:00～7:49

午後8:00～8:49 午後9:00～9:49

午後10:00～10:49,11:00～11:49 午後10:00～10:49 28(日)午後8:00～8:49

ＢＳＰ ＢＳＰ ＢＳ４Ｋ
午前11:00～11:45 午前11:00～11:45 25(木)午後11:15～翌0:44

ＢＳ４Ｋ ※総合同時 ＢＳ８Ｋ ＢＳ４Ｋ ＢＳ４Ｋ
午後7:30～8:43 午後7:00～7:59 午後6:00～6:49 28(日)午後12:00～12:59

ＢＳＰ・４K ＢＳＰ
午後10:30～11:30 午後11:15～翌0:44

ラジオ第一 ラジオ第一
午後1:05～1:55 午後0:30～3:55

NHK東日本大震災
音声アーカイブス

～あれから、そして未来へ～

ラジオ第一 ラジオ第一 ラジオ第一 ラジオ第一 ラジオ第一 ＦＭ
午後5:05～5:55,6:05～6:50 午後8:05～8:55,9:05～9:55 午後4:05～4:55 午後4:05～4:55,5:05～5:55 午後5:05～5:55,6:05～6:50 午後0:15～6:50,7:20～9:00

震災関連特集

ラジオ第一・ＦＭ
午後11:05～翌5:00 

※ＦＭは翌1:05～

明日へつなげよう

３／１（月）～５（金）

こころフォト
スペシャル（再）

ごごナマ
東日本大震災から10年

ＥＴＶ特集
原発事故 “最悪のシナリオ”～誰

が命を懸けるのか～

あしたも晴れ!人生レシピ
「大切な思い出　どう向き合い

ますか？」

あさイチ

ＮＨＫスペシャル
調査報告“除染マネー”

ＮＨＫスペシャル
震災 映像記録 ～100か所の定点

映像が映す“復興”～

ＮＨＫのど自慢
～宮城県南三陸町～

ＮＨＫスペシャル
廃炉への道2021 映像記録 原

発事故１０年の軌跡

音楽で心をひとつに
～Music for Tomorrow～

鶴瓶の家族に乾杯
大竹しのぶと宮城スペシャル

５０ボイス
わたしの復興

特集ドラマ
あなたのそばで明日が笑う

鶴瓶の家族に乾杯
高橋尚子と福島スペシャル

土曜スタジオパーク

日曜美術館
震災から10年　アーティスト

たちが見つめるもの

ハートネットＴＶ 東日本大震災か
ら10年(3)「原発避難した町で

障害者はいま」

（総局長会見資料）

「東日本大震災から１０年」おもな関連番組　３月放送予定

今夜は生でさだまさし

ＥＴＶ特集  災害関連死 命をどう
守るか　～徹底分析 福島1500人

の『死亡経緯書』～

ＮＨＫスペシャル いま言葉にでき
ること まだ言葉にできないこと～“震

災遺児”10年の歩み～

証言記録SP
いつか来る日のために

鶴瓶の家族に乾杯
高橋尚子と岩手スペシャル

“ありがとう”を
３.１１に伝えよう委員会

   しあわせ運べるように
 ～被災地をつないだ
                   心の歌～

ＮＨＫニュース７
枠広げ

うたコン
スペシャル

サンドの
お風呂いただきます

震災10年 福島 浜通りＳＰ

こころフォト
スペシャル

ＴＶシンポジウム　６０
東日本大震災１０年

「地域キャンペーン」

ＮＨＫスペシャル
イナサ～風寄せる大地

16年の記録～

ＮＨＫスペシャル
私と故郷と原発事故

Ｂ
Ｓ
１

    武内陶子のごごカフェ
 ～特集 東日本大震災
                から10年～

８Ｋ映像が語る震災遺構
あれから１０年

街は生き続けている

１０年たった今だから

あの日なに食べた？

ＢＳ１スペシャル
映像記録 東日本大震災

発災からの3日間／1年の苦闘

ＢＳ１スペシャル
双葉から遠く離れて、１０年
～コミュニティ崩壊と再生～

ＮＨＫスペシャル
ドラマ「星影のワルツ」

Ｅ
テ
レ

総
　
　
合

花は咲く
スペシャル

未来への手紙 ２０２１

ドラマ「ハルカの光」
(4)

ＮＨＫスペシャル
津波避難

何が生死を分けたのか

にほんごであそぼ
福島コンサート

世界にいいね！
つぶやき英語

震災関連

がんこちゃんと
失われたふるさと

ドラマ「ハルカの光」
(5)

＜最終回＞

100分de名著
100分de災害を考える

(2)

＃10年話せなかったこと
ハートネットＴＶ 東日本大震災か

ら10年(1)「逃げられなかった
“災害弱者”」

ハートネットＴＶ 東日本大震災か
ら10年(2)「“誰も取り残さない

避難”をめざして」

レイチェルの旅
ときどきキッチン

 with 東北

ＢＳ１スペシャル
最後のひとりまで

宮城県警元鑑識課員の震災
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にっぽん縦断こころ旅
ディレクターズ・カット

「東日本大震災の町を走る」

にっぽん列島夕方ラジオ
３１１特集

Ｂ
Ｓ
Ｐ
・
Ｂ
Ｓ
４
Ｋ
８
Ｋ

にっぽん縦断こころ旅
ディレクターズ・カット

「東日本大震災の町を走る」

特集ドラマ
あなたのそばで明日が笑う

宮城発地域ドラマ
ペペロンチーノ

「被災地とラジオ
～さいがいFMの10年～」

震災関連特集 ラジオドキュメンタリー
「10年目の福島からあなたへ 詩人・和

合亮一が刻む生きることば」

ラジオ深夜便
特集 東北発ラジオ深夜便

鉄旅・音旅　出発進行！
東日本大震災１０年特集　石油輸送
1000km 　前例なき緊急貨物列車

を走らせた鉄道マンたち

ＢＳ１スペシャル
新３・１１万葉集２０２１
読み人知らずたちの１０年

100分de名著
100分de災害を考える

(1)

福島をずっと
見ているTV選

あしたも晴れ!人生レシピ
「行方不明のあなた

東日本大震災から10年」

3.11からの、ことば
～綿矢りさ「表現者」たち

　との対話～

震災１０年特集
「福島発＃ラジオ１Ｆ便」

ＢＳ１スペシャル
新３・１１万葉集２０２１
～読み人知らずたちの１０年～

バスで！列車で！
篠山輝信×震災１０年の

東北旅

2021年2月10日

今日は一日
“東北のうた”三昧

ＢＳ１スペシャル
福島　幻の銘酒
１０年目の復活

福島　幻の銘酒
１０年目の復活

ＢＳ１スペシャル
福島の子どもたちが

描いた未来

NHKスペシャル
星影のワルツ
（８９分版）

福島をずっと見ているＴＶ

100分de名著
100分de災害を考える

(3),(4)

※タイトル・放送日時は変更の場合あり

明日へつなげよう
＜最終回＞

　 あしたの命を守りたい
  ～NHK民放取材者たちの
　　　　　　震災10年～

３／１５（月）～３１（水）
…ＮＨＫスペシャル(新作)…生放送
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