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平成２９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「平成２９年度東北地方向け地域放送

番組編集計画」を決定したこと、およびこれに基づいて策定した「平成２９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６年」関連の番組を含め、放送番組一般について活発

に意見の交換を行った。 

最後に、４月の番組編成の説明、放送番組モニター報告と視聴者意向報告が行われ、

会議を終了した。 

 

(出 席 委 員 ) 

   委 員 長      小林 好雄 ((株)出羽庄内地域デザイン 代表取締役) 

   副委員長      伊藤 一弘 (ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事) 

   委 員      津田 政克  ((株)七十七銀行 常務取締役人事部長) 

寺島 英弥 (河北新報社 編集局編集委員) 

照沼かほる (福島大学 行政政策学類教授) 

長谷川 登 (東北電力株式会社 常務取締役) 

畑中みゆき (ＮＰＯ法人 High-Five 理事長) 

藤沢 清美 ((一社)岩手県芸術文化協会理事) 

藤村 ゆき (こまめ小町コーポレーション 代表) 

 

(主な発言) 

 

＜「平成２９年度 東北地方向け地域放送番組編成計画」について＞ 

 

○ 「編成のポイント」には、東北の魅力を発信すると挙げられているが、国内にとど

まらず、海外へも積極的に発信してほしい。現地の人々が見ることに加え、旅行や出

張などで日本人が訪れたときに、東北のＮＨＫが制作した番組が放送されていると喜

ばれるのではないか。 

 

○ 「東北発☆未来塾」は定時番組ではなくなるとのことだが、新年度はどういった放

送になるのか。 
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(ＮＨＫ側) 

「明日へ つなげよう」枠内でこの企画を放送する。より多くの方に見

ていただきたいと考えている。 

     

○ 山形局が新設する「やまがたリアル」は、若手ディレクターが地域の課題や豊かな

土地の恵み、伝統文化などを徹底取材する番組とのことだが、大いに期待している。

広く東北、全国へ発信してもらいたい。各県の魅力が、まず東北の中で理解され、そ

して全国へ広がっていく過程で、ＮＨＫが果たす役割は大きい。 

 

＜「東日本大震災から６年」関連の放送番組について＞ 

 

○ ３月２日(木)の被災地からの声「宮城県女川町」では、震災後全住民が島外に避難

した出島という島を訪ねた。人口が約500人から90人に激減した中で、活性化に取り

組む女性たちが紹介された。島の未来について悲観はしていないとし、「これだけの

資源や自然を、みんなに見てもらいたいし来てもらいたい」と前向きに話す姿が印象

的だった。ともすれば原発事故の被災地も含めて、人口が激減した地域には未来がな

いと捉えがちだが、復興を担うのは人間であって、あきらめない人がいる限り希望は

ある。それが伝わる番組だった。 

 

○ ３月１０日(金)のクローズアップ東北「ふるさとの記憶を未来へ～石巻市大川 模

型復元プロジェクト～」は、心に残るいい番組だった。つらい記憶を遠ざけるあまり、

楽しかった思い出まで薄れていく悩みを抱えていた大学生の永沼悠斗さんが、模型を

前に自らの思いを整理しようとする姿が印象的だった。自分もこの模型を見てみたい

と思ったし、プロジェクトがどのような経緯で始まったのかも知りたい。 

 

○ ３月１０日(金)の「クローズアップ東北」は、痛ましい出来事があった大川小学校

があった地区だけに、ワークショップでどのように取り上げられるのか、関心を持っ

て見た。初めは和やかな様子も映し出されたが、卒業生の永沼さんが抱える思いが

徐々に紹介されていく中で、地域における大川小学校の存在の大きさが伝わってきた。

模型復元プロジェクトの意義が改めて感じられる番組だった。 

 

○ ３月１１日(土)の「てれまさむね 東日本大震災６年」(総合 後6:10～7:00 宮城県

域)は、常設店舗に移った南三陸町のさんさん商店街からの中継なども交えられ、充実

した内容でよかった。その後の「ＮＨＫニュース７」(総合 後7:00～8:00)では、画面

下に「未来へのメッセージ」として視聴者からの声を表示し続けていたが、ニュース

の映像と合わせて見ることで、メッセージの内容がより伝わってきた。 
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○ ２月２６日(日)の明日へ つなげよう 証言記録 東日本大震災 第６１回「福島

県 見えない恐怖の中で 緊急被ばく医療の闘い」は、医師たちの瀬戸際の対応や葛

藤が緊迫感を伴って伝わってきた。これまで被ばく医療に向き合ってきた広島や長崎

からの応援者の知見なくしては、より悲惨な事態が起きていたのではないかと感じた。

青森県にも原子力関連施設が多くあることや、現在の先を見通せない世界の情勢を踏

まえると、日本全体で被ばく医療に対してより目を向けていく必要がある。 

 

○ ３月４日(土)のＮＥＸＴ 未来のために「震災 それからの家族～再婚 亡き人へ

の思いを胸に～」は、被災者をこれまでとは異なる切り口で捉えていた。震災で配偶

者を亡くした方が6,000人を超えていた事実に驚くとともに、深い悲しみを抱えなが

ら新たな生活を築こうとしている方々の思いが丁寧に表現されていた。こうした方が

番組で取り上げられることで、同じ思いを持つ方を勇気づけたのではないか。残され

た方が、亡くなった方の分以上に幸せになるということも供養の一つだと感じたし、

番組で新たな奥様とともに亡き奥様の墓参りをする姿が印象的だった。 

 

○ ３月４日(土)の「ＮＥＸＴ 未来のために」で取り上げられたテーマは重いものだっ

た。奥様と子どもを失った男性が「人は死んだら終わり」とコメントしていたが、前

後の文脈をとらえずにこの部分だけに注目すると、快く思わない人もいるのではない

か。インタビューのどの部分を使うか、またどの言葉にテロップを付けるかは難しく、

番組を作る上での怖さだと思う。 

 

○ ３月５日(日)の明日へ つなげよう 証言記録 東日本大震災 第６２回「宮城県

南三陸町～津波でつかんだ最後のチャンス～」は、地域発のすばらしいニュースだ。

カキの過密養殖が震災前から問題になっていたことは番組で初めて知った。津波は大

きな被害をもたらしたが、危機の中、水質の浄化を味方につけ、養殖方法の見直しに

打って出たことで、品質の高いカキを出荷できるようになったのは前向きな話題だ。 

 

○ ３月５日(日)のいつか来る日のために「証言記録スペシャル 大震災の教訓は生か

されたか」(総合 後5:00～5:50)は示唆に富んでいた。被災地においても、「内なる風

化」は問題になっており、昨年１１月に津波警報が出された際も、自動車による避難

が渋滞を引き起こしていた。番組は、地域のルールを住民どうしで話し合って決める

ことを提言していたが、番組そのものを、ＤＶＤや上映といった手段を通じて話し合

いに役立てられるのではないかとも感じた。 

 

○ ３月５日(日)のＮＨＫスペシャル「あの日 引き波が…行方不明者２５５６人」を
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見た。震災から６年がたち、風化という言葉を耳にするようになったが、津波の怖さ

や、悲劇を再認識した。引き波を科学的に分析し津波の恐ろしさを訴えるとともに、

波にさらわれた行方不明者遺族のつらさを伝える、２つの側面がある番組だった。南

海トラフ地震をはじめ、今後発生が予想される災害への警鐘を鳴らす意義のある番組

だった。番組では津波の怖さを伝えるためにＣＧが使われたが、人が波に飲まれて海

中でもがく場面は、やりすぎのように感じられた。家族を津波で亡くした方は、番組

を見て、このように死んでいったのかと思ったのではないか。つらくて最後まで番組

を見られなかったとか、その晩は眠れなかったとの感想も周囲にはある。恐ろしさを

伝えることと遺族感情への配慮は表裏一体で、バランスの取り方は難しいが、配慮を

持って伝えてほしい。 

 

○ ３月５日(日)の「ＮＨＫスペシャル」は、冒頭で「津波の映像とＣＧが繰り返し流

れます」ということわりが出たり、専門家の今村文彦教授が「われわれ自身も漂流す

る」とコメントしたりするなど、配慮が感じられた。ＣＧは分かりやすく使われてい

たが、津波の発生から収束に至る一連の流れを簡単に紹介すると、より理解が深まっ

たのではないか。６キロ離れた海岸まで流されて奇跡的に助かった木村明人さんから

は、人間の生命力や生きることへの執着が感じられた。今も行方不明の奥様を捜すた

めに、潜水士の資格を取って海に潜り続ける髙松康雄さんの姿を見て胸が痛くなった。

番組は、これまでの押し波を重視した対策から、引き波も含めた対策へ転換する必要

性を訴えて締めくくられたが、今後の災害対策に役立ててもらいたい。 

 

○ ３月５日(日)の「ＮＨＫスペシャル」は、冒頭のことわりによって、心構えを持っ

て見ることができた。証言していた木村さんと髙松さんは、番組によく出てくれたと

感心すると同時に、見ていて胸が詰まる思いがした。ＣＧを使って引き波の怖さを伝

えたことで、次なる災害への備えを分かりやすく訴えていた。 

 

○ ３月５日(日)の「ＮＨＫスペシャル」は、引き波の怖さを伝えるうえでＣＧは必要

だったと理解するものの、もがき苦しんで亡くなられた方のことを思うと、つらくて

見ていられなくなる場面だった。 

 

○ ３月８日(水)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」では、事業再建のために借り入

れた資金の返済に苦慮する水産加工会社や美容室が紹介された。復興が道半ばである

ことを示す象徴的な事例だ。かさ上げにともなう住宅再建に迫られる方たちが身近に

もいる。こうした問題を丁寧に取り上げ伝えていくことが大切だ。翌３月９日(木)は、

原発避難いじめについてのアンケート結果が報じられた。６年がたったからこそ、声

を上げられたのではないか。心に傷を負った子どもたちの成長を、社会全体で見守っ
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ていく必要がある。また、福島県が独自に作成した道徳用の教材も取り上げられた。

前向きで明るい取り組みであり、こうした番組を通じて全国に発信することで、活動

が広がることを期待したい。 

 

○ ３月９日(木)のスタジオパークからこんにちは 被災地からの声「若者子ども編 

福島県・宮城県」は、津田喜章キャスターの抑えた語り口やＢＧＭを使用しないＶＴ

Ｒなどから、被災地の日常を丁寧な取材で切り取る姿勢が感じられる。津田キャス

ターのコメントも心にしみるものだった。また、全国放送で若い人たちの声が紹介さ

れてよかった。 

 

○ ３月９日(木)のクローズアップ現代＋「震災６年 汐凪(ゆうな)を捜して～津波と原

発事故 ある被災者の６年～」では、東京電力福島第一原子力発電所の近くで行方不

明になった娘さんを捜す木村紀夫さんの姿が描かれた。初めは自宅近くに立ち入るこ

とすらできず、さらに自宅周辺が中間貯蔵施設の候補地になるなど、捜索には困難が

伴っている。国の捜索で娘さんの遺骨と遺品が見つかったが、それでも納得できずに

今も捜索を続けていることや、少しでも電気を使わないために、まきストーブを使う

木村さんの姿には胸を突かれる思いがした。いまだに行方不明者が2,500人以上もい

る中、家族は今でも諦めきれず、捜索を続けている方が依然として多くいると再認識

した。 

 

○ ３月９日(木)の「クローズアップ現代＋」で、遺骨や遺品が見つかっても捜索を続

ける木村さんの心情を、作家の天童荒太さんが解説していた。娘さんに会いたいとい

う気持ちとともに、自分の罪悪感や後ろめたさと向き合い、捜索を続けることが祈り

の行為だとコメントしていたが、父親の心情がよく分かったし、共感した。 

 

○ ３月１０日(金)のＮＨＫスペシャル「１５歳、故郷への旅～福島の子どもたちの一

時帰宅～」(総合 後10:00～10:50)を見た。当時小学生だった子どもたちが、１５歳の

誕生日を機に故郷を初めて訪ね、つらい思いを抱えながらも次のステップにつなげよ

うとする姿が描き出され、とてもよい番組だと感じた。原発事故からの避難者に対す

るいじめが、このところ話題になっており、こうした番組を見てもらうことで、無知

が減っていくのではないかと期待している。別の番組で「いじめられないことがあり

がたい」と話している母親がいた。当たり前のことではあるが、そう思わざるをえな

い現状がもどかしい。 

 

○ ３月１０日(金)の「ＮＨＫスペシャル」は秀逸だった。子どもたちにとっては、も

う帰らないことが前提になっており、記憶から遠ざかるふるさとを訪れること自体が
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つらい決断だ。１５歳にして自分の人生にけじめをつけ、ふるさとへの思いにふたを

することは過酷な体験で、これまで表に出てこなかった、彼らの思いや声を取り上げ

たことには意義がある。避難者に対するいじめについても示唆されていたが、子ども

たちが苦難の中でも成長し、大人になっている点に感銘を受けた。番組を見る上での

救いだったし、彼らに心の中でエールを送った視聴者も多いのではないか。 

 

○ ３月１０日(金)の「ＮＨＫスペシャル」は、子どもたちの気持ちを代弁する上白石

萌音さんの語りが優しく透き通っていると感じられ、心地よさがあった。ふるさとを

訪ねる判断は本人に委ねられているとのことで、その点でも１５歳にとっては重い決

断だ。３人の女子生徒が中心に据えられていたが、自分の家を見つめるまなざしには、

悲しい心が映し出されているようで印象的だった。３人は共通して「転校と引越しの

繰り返し」「いじめ」「親に言えない悩み」「親をいたわる思い」を抱えており、その

思いがあるからこそ自分の気持ちを押し込めているようで、胸が締めつけられる思い

だ。学校でふるさとのことを繰り返し学んだことが、復興を忘れてはいけないとする

彼女たちの思いにつながっていることを知り、先生たちの努力にも頭が下がる思いだ。

今回は女子生徒３人が取り上げられたが、男子生徒はどのような思いを抱いているの

だろうか。機会があれば知りたい。 

 

○ ３月１１日(土)の「特集 明日へ つなげよう」(総合 後1:50～5:29)は、全体的に

穏やかな流れで、いい意味での緩さがあった。「着信御礼！ケータイ大喜利」に出演

されている千原ジュニアさんと板尾創路さんは、番組にそうした雰囲気をもたらす点

で効果的だった。津田アナウンサーが中継先から「被災地では震災は全く過去のもの

ではありません」「どうですか、東京のみなさん」「記憶が薄れるどころか、毎年3.11

の重みが増していきます」と語りかけることばの一つ一つは、被災者の声を代弁して

くれたものだと感じた。カンニング竹山さんの福島での活動を心強く思うとともに、

困ったら互いに助け合うことを念頭に、「被災地とそれ以外という枠はもういらない

のではないか」としたコメントは、未来を志向していた。神戸の子どもたちが「しあ

わせ運べるように」をきっかけとして福島を訪ねる活動は、福島で合唱が盛んなこと

も合わせ考えると、とてもよい取り組みだ。 

 

○ ３月１１日(土)の「特集 明日へ つなげよう」を見て、あの日に何をしていたのか

は語れるが、あの日をきっかけに何が変わったかを語る難しさに気付いた。出演者も

ことばを選んで話していたように感じられた。人ごととして捉えられ、忘れられてい

く現状が、番組で示されたと思う。 

 

(ＮＨＫ側) 
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これまでも３月１１日には長時間の生放送番組を放送してきたが、今年

は、厳しい現実だけでなく、被災地と全国とのつながりや、見ている方が

役立てられる具体的な事例をこれまで以上に盛り込んだ。７年目以降も、

被災地のみなさまの役に立てる番組、全国の人たちが自分でも何かできる

と思ってもらえる番組を放送していきたい。 

 

○ ３月１１日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「“仮設６年”は問いか

ける～巨大災害に備えるために～」(総合 後8:00～8:45)を見た。仮設住宅は応急の措

置であり、建設もスピードを優先したものだと理解している。しかし、そこに暮らす

人の満足度は低く、震災から６年がたった今も多くの方が苦しい生活を強いられてい

ることが分かった。身近にも、宅地造成が終わるまで自宅の再建がかなわず、今年の

夏まで待たされるといったケースがある。こうした現状を鑑みれば、災害救助法は今

の時代に合っておらず、改正が必要だとも言える。法律を作る側の官僚の方も一度仮

設住宅に住んでみて実際に体験してほしいと感じた。番組を契機に、法律を見直す機

運が高まればいい。有働由美子キャスターからは憤りが感じられ、ほかの出演者にも

伝わっていた。 

 

○ ３月１１日(土)の「ＮＨＫスペシャル」は示唆に富んでいた。仮設住宅がなぜこれ

ほど残っているのか、解きほぐして伝え、テーマの核心にも迫っていた。３つの県で

1,700人もの方が仮設住宅で亡くなっていた事実に驚くとともに、そこに暮らす方の

「疲れた」「もうここでもいいか」とのコメントを重く受け止めた。災害救助法は終

戦の時代の考え方で作られたものであり、現代に合わせて変えるべきだとする仙台市

長のコメントは的を射ており、避難して仮設して再建するという直線的な思想や、省

庁の壁は乗り越えるべきものだ。内閣府の参事官へのインタビューからは行政の危機

感が感じられず、腹立たしいとすら思った。首都直下地震への備えに向けては、土地

の不足から仮設住宅の数が足りず、また賃貸住宅の活用にも制度の壁があり、１８万

戸も不足する可能性が示された。この番組の直後に放送された「ニュース・気象情報」

でも同じ内容が報じられ、訴求力があった。 

 

○ ３月１１日(土)の「ＮＨＫスペシャル」は、構造的な問題を示したいい番組だった。

災害への備えを考えるときには、それを体験した方の教訓を基にすることで、はじめ

て生きた対策が講じられると考える。現状を見ると、過去の法律にとらわれ、省庁間

の壁や、財務省への配慮といったものすら透けて見える。行政の無策や保身が被災者

の苦難に直結しているのではないか。 

 

○ ３月１１日(土)のＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「避難指示“一斉解除”
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～福島でいま何が～」(総合 後9:00～9:49)も、厳しい現実を示したいい番組だった。

福島県飯舘村では、古い友人だった農業者と村長との分断が描かれた。ほかにもさま

ざまなところで分断は起きており、避難指示を解除して帰還を急がせる国の方針に原

因があるのではないかと考えさせられた。広野町の町長は、合併するしかないと語っ

ており、町の存立が脅かされている。２本の「ＮＨＫスペシャル」は、地域で起きて

いる問題を掘り下げた結果、国に行き着き、その責任を問う構成だったが、地元のメ

ディアにはできないことで、全国ネットワークを生かしたＮＨＫならではの仕事だと

感心した。 

 

○ ３月１１日(土)の避難指示に関する「ＮＨＫスペシャル」は、まさに力作だった。

環境整備を進めることで帰還を促す村長と、放射線量が高く農業の再開は難しいとす

る長谷川健一さんの対立が取り上げられたが、「分断こそが放射能被害の最大の特徴

で、家族も地域も引き裂く」とした長谷川さんのコメントが重くのしかかった。福島

県出身の柳澤秀夫キャスターは、「帰還を促す国の政策が分断を深め、最も復興に大

事な地域の絆を弱めている」とコメントしていた。帰還しない人と帰還する人の双方

に寄り添った対応が必要だということであり、「復興とは何なのか、誰のための復興

なのか私たちに問いかける」とまとめた点も意義深かった。原発事故に責任がある東

京電力や国は何をしてきたのか、深刻に受け止める必要があると再認識したし、さら

には議会やその議員を選んだ国民一人ひとりが何をやってきたのか、どう感じてきた

のかとの問いが突きつけられた思いだ。 

 

○ ３月１２日(日)の特集 明日へ つなげよう「あの日の記憶を胸に →２０２０ 

未来へ」(総合  前10:05～11:53)で、「花は咲くリオデジャネイロメダリストバー

ジョン」が放送された。東京大会を見据えて、各地で若い世代を対象にしたスポーツ

振興施策が活発化している。このミュージックビデオはそうした動きを後押しするも

のだと捉えている。 

 

○ ３月１２日(日)の「ＮＨＫのど自慢」は、福島県の飯坂温泉からの放送だった。地

元に住む者として、地域のみなさんのパフォーマンスを楽しく見たが、全国にこの楽

しさが伝わればいいと感じた。本選の出場者は、厳正な予選審査から選ばれ、歌がう

まい方はもちろん、ステージを盛り上げる役回りの方、ゲスト歌手の持ち歌を披露す

る方のそれぞれがバランスを取りながら選出されていると感じた。 

 

○ ３月１２日(日)の「みちのくモノがたりスペシャル ～驚きと感動の宝探し～」(総

合 後1:05～1:50)は、岩手・宮城・福島３県の“モノづくり”に着目した番組で、地

域をアピールしておりよかった。同じ東北に暮らしていても、いわきの「のぼり」作
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りなどは初めて見るもので興味深かった。震災に関連した番組には深刻なものが続く

が、この番組は心を和ませてくれた。 

 

○ ３月１２日(日)のＮＨＫスペシャル メルトダウン Ｆｉｌｅ．６「原子炉冷却 １

２日間の深層～見過ごされた“危機”～」は、メルトダウンに至る一連の対応を検証

し、問題点を浮き彫りにしていた。１号機が置かれた危機的状況に気付くチャンスが

あったにもかかわらず見落とされた経緯と背景を、電力会社ＯＢや専門家への取材、

テレビ会議の分析を通じて明らかにし、組織的・構造的な問題を示していた。 

 

(ＮＨＫ側) 

原発事故から６年がたったが、今になって新たに分かった事実もある。

今後も継続的に取材し、新しい事実を伝えたい。番組では、緊急冷却装置

「イソコン」が４０年間点検されなかったことが分かったが、そのほかに

も同じような危うさがあったかもしれない。そうした事実を伝えることで、

再び危機を招かないための警鐘を鳴らし続けたいと考えている。 

 

○ ３月１３日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「震災から６年 北島康介と宮城県東松島市

ぶっつけ本番旅」は、仕上がりのいい番組で楽しめた。被災地を訪ねるということで、

地域が抱く鎮魂の思いと、番組が持つ楽しい雰囲気とをどう結びつけるのか関心を

持って見たが、明るく前向きな方が取り上げられておりバランスが取れていた。取材

当日は強い吹雪だったが、震災のときも雪の中で給水車を待つといった状況があり、

図らずも当時を思い起こさせてくれた。北島さんが訪れた室内プールが休館日だった

ことは、おかしかったが残念だった。番組では、カキやイチゴといった地域の特産品

も多く取り上げられ、地元の方も喜んだと思う。 

 

(ＮＨＫ側) 

「鶴瓶の家族に乾杯」で取り上げる地元の方は、当日の取材の流れの中

で、出演者にお任せしている。今回は室内プールが休館日だったが、出演

者２人のスケジュールを優先した都合でやむを得なかったものだと考えら

れる。 

 

○ ３月１３日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀 アンコール「それでも、海を

信じている～カキ養殖・畠山重篤～」を見た。震災による壊滅的な被害からの復活の

物語で、意地でもやり抜こうとする気持ちが伝わってきた。畠山さんは病気でリタイ

アし、息子の耕さんに再建が託されたが、仕事は自分で学ぶものだとして、ほとんど

教えない姿が印象的だった。カキは山の恵みだと捉え、植林活動やダム建設に反対す
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る運動を続けたエピソードを知り、畠山さんが「カキ養殖の巨人」と呼ばれる理由が

分かり、彼が育てたすばらしいカキを味わってみたいと思った。 

 

○ ３月１３日(月)のグレーテルのかまど ｓｅｃｏｎｄ ｓｅａｓｏｎ「箭内道彦の

ゆべし」では、福島を代表するお菓子が取り上げられた。箭内さんがイベントなどで

ゆべしを配っているエピソードは初めて知り興味深かった。また、ゆべしの歴史も知

ることができよかった。箭内さんの出演に合わせて、「福島をずっと見ているＴＶ」

を番組内でもっとＰＲしてほしかった。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ２月３日(金)の「お国言葉ｄｅのどじまん」(総合 後7:30～8:43 青森県域)は、とて

も楽しい番組だった。地元の方言で歌えるのであれば自分も出てみたい。東北各県の

対抗形式の番組を制作してもおもしろいのではないか。 

 

○ ２月１８日(土)と２５日(土)のスーパープレミアム アニメ龍の歯医者」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱ

ﾑ 後8:00～8:46)は、とても丁寧に作られており、見る人や、これまでに見たアニメに

よって自由な解釈ができる、深読みできる作品だった。「アニメ 新世紀エヴァンゲリ

オン」のあとに放送されている「エヴァ噺(エヴァナシ)」でも見どころが取り上げら

れ、事前に作品への期待を高める効果があった。 

 

○ ２月２２日(水)のガッテン！「最新報告！血糖値を下げるデルタパワーの謎」は、

睡眠薬に関する紹介が行き過ぎているように感じた。翌週の冒頭でアナウンサーによ

る説明とおわびがあったが、率直な対応で好感が持てるものだった。 

 

○ ２月２６日(日)の今夜も生でさだまさし「来た来たまさしが秋田来た！」は、さだ

さんのローカルの話題に対する知識の豊かさに驚きながら、まるでラジオを聞くよう

に楽しく見た。背景のホワイトボードの絵も優しい雰囲気があった。編成担当の職員

も出演していたが、場を和ませる雰囲気があって好ましかった。 

 

○ ３月２日(木)「あさイチ」の「ＪＡＰＡ－ＮＡＶＩ」で山形県庄内地方が紹介され

た。ストーリーに沿って、庄内地方の個性的な面や新たな動きが取り上げられた。番

組がその地域を訪れるのは何年かに一度であることから、地元も大きな期待を寄せて

いる。その地域の魅力は何なのか、常に意識しながら番組を制作してほしいと改めて

感じた。 
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○ ３月６日(月)の１００分ｄｅ名著 宮沢賢治スペシャル 第１回「自然からもらっ

てきた物語」は、難解で奥深い作家の心情を読み解こうとする意欲的な番組だった。

彼と自然との特異な関わり合いがおもしろく見て取れた。彼の作品を読んだことのあ

る人は、夜空の星を見て「銀河鉄道の夜」を、嵐の夜に「風の又三郎」を連想する。

東北人として自然と関わった心情は彼の思いに共通する部分があるのかもしれない。 

 

○ ３月１０日(金)のドキュメント７２時間「キリンが見える散歩道」は、熊本地震の

影響で休園している動物園のキリンを見られる場所を訪れる人々に焦点を当てた番

組だった。休園は地震の被害の一端を示したものだが、地元にとっては散歩道が癒や

しの場所の一つだったのかもしれない。 

 

○ ３月１２日(日)のＮＨＫアーカイブス選「テレビが伝えた知られざる世界～“Ｎ特”

放送４０年(３)人間編～」では、「のぞみ５歳 ～手探りの子育て日記～」が全編放送

された。ご主人の潤潟繁男さんが「自分が身体障害者だと思ったことは一度もない」

と話されていたが、立派な方だと感心した。ハンディキャップを負った方だけでなく、

誰もが感動する番組だった。 

 

○ 「スリル！」は赤の章が総合、黒の章がＢＳプレミアムで放送された。同じ世界観

の下、別の主人公の物語が並行して進むシリーズ構成は初めて見るもので、地上波と

ＢＳの連動も興味深い。本放送の後に、反対側の放送波で間を置かずに再放送されて

いる。視聴促進のねらいがあるのだろうが、放送波を分けている意味が薄れるように

も感じる。 

 

○ 「べっぴんさん」の放送が始まった頃は、なんてメリハリのないドラマなのかと思っ

ていたが、見ているうちに、これは文体の違う小説なのだと気付き、今ではとてもい

いドラマだと思って見ている。飛び抜けた行動力による問題の打開や、胸のすくセリ

フはないものの、登場人物たちは、戦争から高度成長期に至る時代を通じてゆったり

と成長し、見ている側も当時の流行歌に乗せて歴史を追体験している気持ちになれる。 

 

(ＮＨＫ側) 

「べっぴんさん」を好きな視聴者は多く、視聴率も好調を維持している。

登場人物たちは頼りなく思われる部分もあるが、少しずつ成長している部

分を身近に感じて見てほしい。４月からは、茨城県を舞台にした「ひょっ

こ」が始まる。朝に見ると元気になる、心が温まる番組なので、引き続き

楽しんでいただきたい。 
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○ ピョンチャン五輪を来年に控え、ウィンタースポーツへの注目が高まっている。最

近では、フリースタイルスキーの堀島行真選手がスペインで行われた世界選手権で

シングルモーグルとデュアルモーグルの２冠を獲得した明るい話題もある。ＮＨＫに

は、五輪に向け一層の盛り上げを期待したい。 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２９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、１６日(木)、パレス宮城野 会議室にお

いて、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「ＳＴＡＰ細胞報道に対する申立て」に関するＢＰＯ決定とＮＨ

Ｋの対応について報告があった。次に、「平成２９年度国内放送番組編集の基本計画」

および「編成計画」について報告があった。引き続き、「平成２９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、３月の番組編成の説明、放送番組モニター報告と視聴者意向報告が行われ、

会議を終了した。 

 

(出 席 委 員 ) 

   委 員 長      小林 好雄 ((株)出羽庄内地域デザイン 代表取締役) 

   副委員長      伊藤 一弘 (ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事) 

   委 員      津田 政克  ((株)七十七銀行 常務取締役人事部長) 

照沼かほる (福島大学 行政政策学類教授) 

長谷川 登 (東北電力株式会社 常務取締役) 

畑中みゆき (ＮＰＯ法人 High-Five 理事長) 

藤沢 清美 ((一社)岩手県芸術文化協会理事) 

藤村 ゆき (こまめ小町コーポレーション 代表) 

山田 理恵 (東北電子産業株式会社 代表取締役社長) 

 

(主な発言) 

 

＜「平成２９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＞ 

 

○ 編集の基本方針には、被災地の復興の後押しが掲げられているが、熊本地震のあと、

東日本大震災を押しやるかのような印象を与えかねない報道や番組が、ＮＨＫに限ら

ず民放や紙媒体にも見られる。熊本を支援することはもちろん大切だが、東日本大震

災は原発事故も含めて未曽有の災害であり、復興もいまだ途上であることを踏まえ、

被災地の現状を東北だけでなく全国に発信する取り組みをたゆまず続けてほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 
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全国各地でさまざまな災害が多発しているが、東日本大震災は決して忘

れてはいけない記憶であり、その後の災害に向き合う視点の基本になるも

のだと考えている。各地の災害に対しては、それぞれの放送局が被災者の

気持ちを支え、背中を押していける番組を放送することが大切だ。被災地

にはまだ課題が山積しており、各放送局が連携を強化しながら、しっかり

と伝えていきたい。 

     

○ 重点事項には「地域活性化に積極的に貢献」「日本を世界に、積極的に発信」とある

が、地域の豊かな自然や暮らしに加えて、文化についても積極的に発信してほしい。

編成計画では、全国向けに地域情報を発信する番組が挙げられていたが、各地方の文

化や観光といった魅力を、他の地域に届けることはＮＨＫならではの強みだ。いっそ

うの取り組みに期待したい。 

  

(ＮＨＫ側) 

日本には各地にいい場所、いい文化が残っている。2020年に向け、日本

の伝統文化には世界の関心がより集まると考えており、地元の協力を得な

がらその魅力を海外に発信することで、インバウンド効果も含め、地域の

元気に寄与していきたい。また、国内のほかの地域に情報を発信すること

により、人々の交流促進につなげ、地域に貢献していきたい。 

 

○ 番組の編成を考えるときに、見てもらいたいターゲットをどのくらい意識している

のか。リアルタイムで視聴する人が全てではないものの、たとえば、ティーンズ向け

の番組を午後７時台に放送しても、学校や塾から帰って来ている人はまだ少ないので

はないか。また、全国向けの地域情報を発信する番組についても、多くの方に見ても

らいたいという気持ちが、その編成にどれほど込められているのか伺いたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

それぞれの番組がターゲットを意識した番組制作を試みている。音声波

に関しては、いわゆるアラフォー世代に向けた「オンナｎｏミカタ」や、

５０代以上の人に向けた「ＴＨＥ ＣＨＡＮＧＥ ＯＦ ＬＩＦＥ」といっ

た番組が例として挙げられる。また、ラジオ第１に新設する「きこえタマ

ゴ！」は、共働き世帯が増えている中で、就寝前に親子で一緒に聴ける番

組だ。また、編成の時間については、さまざまな番組をどこに編成するべ

きか悩みながら議論している。ライフスタイルの多様化に伴い、リアルタ

イムだけでなく、タイムシフトで視聴する方も増えてきており、そうした

要素も勘案している。頂いた意見を踏まえて、さらに議論を重ねていきた
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い。 

 

○ テレビだけでなく、ラジオ番組の充実にも期待したい。例えば、ＦＭの夜の時間帯

で大人が楽しめる良質な音楽番組を今後も楽しみにしている。 

 

＜「平成２９年度 東北地方向け地域放送番組編集計画（案）」について＞ 

 

○ 各局の編集計画では災害への備えが挙げられていたが、災害時には多くの視聴者が

ＮＨＫを頼りにしている。これまでの災害報道における反省点や、日頃どういった訓

練を行っているのかお尋ねしたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

昨年夏に台風１０号が岩手県に上陸した際には、これまでに経験したこ

とがない事態が起きる可能性があると、早くから注意を促す呼びかけを続

けてきたが、岩泉のグループホームで大勢の方が犠牲になる水害が起こっ

た。「正常化の偏見」ということばが示すとおり、一人一人が自分のことと

して受け止める情報提供のあり方がより必要だと考えている。内閣府では

「避難準備情報」の名称を「避難準備・高齢者等避難開始」に、「避難指示」

を「避難指示(緊急)」に変更した。盛岡放送局でも、次なる災害に備えて

マニュアルを再点検し、ハンドブックに反省点を盛り込む作業を進めてい

る。また、転勤で人が入れ替わって、教訓が失われることがないよう、定

期的な訓練に努めている。さらに、若い職員に対して、防災・減災報道の

意義を直接伝える場を設けたいと考えている。 

普段から定期的に、地震による津波注意報・警報を想定した訓練を行っ

ている。ライフライン放送の訓練では、放送部門以外の職員の情報入力訓

練も併せて行っている。また、今より適切な中継場所の検討や、放送所へ

の送電が止まった際にも電波を出し続けられるよう、発電機と燃料を放送

所のある山に運搬するといった体制のチェックも行っている。 

 

○ 幅広い視聴者からの支持を得られる番組はもちろん大切だが、目立たない分野に光

を当てて取り上げることも大切だ。伝統芸能に代表される無形の文化財は、背景に単

なる娯楽だけではなく“祈り”が含まれている側面などを、深掘りして紹介しないと

その価値は伝わらない。また、農業の問題についても、本音に迫る取材を期待したい。

ＮＨＫには視聴者が知りたいことを突破力を持って取材し、徹底的に伝えてほしい。 

 

○ 青森局の重点事項には、“青函連携”が掲げられ、青森と道南の魅力を発信するとあ
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る。北海道新幹線の開業効果は、現在函館が独り勝ちの状況だが、効果を広く波及さ

せていくために、青森県では「津軽海峡交流圏」の概念を掲げて活動している。具体

的には、津軽と下北、道南渡島の３つの半島で、新幹線のルートから外れた部分も含

めてもっとＰＲしていこうという取り組みだ。 

  青森県の主力産業は第一次産業であり、米の生産調整の廃止などの農業政策の転換

によって、新たな分野へのチャレンジが加速していくと考えている。高く売れる銘柄

米ばかりが注目されてきた時代は変わりつつあることも含めて、新しい動きを積極的

に捉えて紹介してほしい。 

  中国や台湾からの観光客が冬の観光に多く訪れている。樹氷に代表される冬の観光

コンテンツの発信にも注目してほしい。自分の足で地域の文化にふれあうエコツーリ

ズムのスタイルが外国人には好まれているとも聞く。国立公園の重点整備という話題

もあり、地域の取り組みを掘り下げて紹介してほしい。 

 

(ＮＨＫ側) 

農業に関しては東北全体の重要な課題だと考えているので、各局が力を

合わせて取り組んでいきたい。 

冬の観光に関しては、ＢＳプレミアムで２月２３日(金)から３月７日(火)

までの間、「ようこそ！東北の冬」として集中的に番組を編成する。東北各

局が制作した番組も含め、冬の観光を盛り上げる番組を全国の方に見てい

ただき、地域活性化に寄与したいと考えている。 

 

○ ピョンチャンオリンピックに向けては、事前合宿の誘致などを通じて東北エリアの

活性化につなげようとする動きがある。さらには、2022年の冬季オリンピックが北京

で行われることも踏まえ、東京大会以降も、東北エリアが注目される状況が続くと期

待している。こうした地域の動きをつぶさに捉え伝えてほしい。 

 

○ 農業に従事する上では、天気予報はきわめて重要な情報だ。より正確であってほし

いし、また翌日だけでなくさらに先の情報も大切だ。いっそう信頼性の高い情報提供

を目指してほしい。 

 

○ 東北の各県にある有形・無形の文化財については、そのすばらしさをまず東北の中

で共有することが大切だと考えている。文化財を各県ごとに取り上げ、まとまった時

間で伝える番組を検討してはどうか。 

 

○ 諮問された「平成２９年度東北地方向け地域放送番組編集計画(案)」については、

各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
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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＞ 

 

○ 「ＮＨＫスペシャル」に対してＢＰＯ勧告があったが、この問題に限らず、ＳＴＡ

Ｐ細胞に関しては、触れてはいけないような風潮があるように思える。ＳＴＡＰ細胞

を研究すること自体がタブー視され、科学の進歩が妨げられることを危惧している。

ＮＨＫには、今後も科学的で冷静な報道を期待したい。 

 

○ １月２７日(金)のクローズアップ東北「まちのにぎわい再生へ～震災６年 南三陸

さんさん商店街～」は、震災後に立ち上げた仮設商店街に、５年間でのべ100万人以

上が訪れたとのことで、その成功に驚いた。３月には新しい商店街に移転して再開す

るが、真価が問われるのはまさにこれからなので、非常に注目している。移転後も取

材を続け番組で取り上げてほしい。 

 

○ １月２７日(金)の「クローズアップ東北」では、新しい商店街に移転しないことを

決断したそば屋さんが取り上げられた。地元の客を相手に商売をしたいという思いと、

職住分離の方針のもと、商店街は住宅地から離れた場所に建設される状況とのはざま

で店主が悩む姿が印象的だった。過去には、山形県酒田市での大火から再建が進めら

れた際、職住分離が大きな問題になった例もある。南三陸の商店街は、他の地域のモ

デルケースでもあるので、引き続き興味深く見ていきたい。 

 

○ ２月３日(金)のクローズアップ東北「ある老医師の遺言～誰が地域医療を守るのか

～」は、原発事故で避難を余儀なくされた地域における復興の著しい遅れと、それで

も住み慣れた土地に残ることを選んだ地域の高齢者の存在を背景に、地域に残って患

者に寄り添い続けた高野英男医師の崇高な精神に強い感銘を受けた。昨年末の火事で

彼が亡くなり、その地域における医療の存続が危ぶまれる時期での放送はタイムリー

で、現世を生きた偉人の姿の陰に、地域医療が直面している問題を見た思いがする。

医師不足と民間医療機関の経営難は震災の影響だけではなく、一極集中と人口減少が

危惧される中、特に東北では各地に共通する大きな課題だ。そうした状況の中、昨年
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設立された東北医科薬科大に期待される役割は大きい。番組内で紹介された視聴者か

らの意見にもあったが、高野医師の偉業をたたえる美談に終わることなく、遺言と捉

えてさらに深く掘り下げ、医療制度の見直しなども含めて、地域医療が抱える問題を

解決する糸口としてほしい。 

 

○ ２月３日(金)の「クローズアップ東北」を見た。高野院長が亡くなったあと、後任

がなかなか決まらない状況が気になっていた。４月以降、高野病院の院長を務める方

が決まったとのことで安心した。番組を通して、病院に求められる役割には、単に患

者の病気を治すことだけでなく、高齢の入院患者や救急医療、原発事故による避難か

らの帰還者への対応など、地域の暮らしをどう守るかといった多くの側面があり、さ

らには原発事故の影響が見通せない状況の中、簡単に後継者が見つからない状況がよ

く理解できた。行政には、命の公共性を意識しながら、医療や介護、暮らしを考える

役割があり、医療者の育成も大きな課題だ。医師不足や、多くの医療機関が休廃業に

追い込まれている現状を背景に、この番組は地域医療の課題を提起していた。 

 

○ ２月３日(金)の「お国言葉ｄｅのどじまん」(総合 後7:30～8:43 青森県域)は、青森

県民の多くが楽しみにしていた番組だ。今年が４回目で、話題の古坂大魔王さんを司

会に起用した演出もよかった。副音声による解説や翻訳の字幕はよく工夫されており、

方言番組として至れり尽くせりのおもしろさがあった。方言が持つ温かさとおもしろ

さを再認識するとともに、明るく元気が出るいい番組だった。 

 

○ ２月１０日(金)のクローズアップ東北「岩泉 再起をかけた冬～台風被害から５か

月～」には、災害に対する人間の弱さと、被害に負けずに前に進もうとする力強さを

しみじみと感じた。今回の災害は、突然に起きた想定外の事態だったが、そうした困

難を乗り越えていくことで人間はより強くなっていくのではないか。番組では、道の

駅の店長や地元の野菜農家、畜産農家の方が、町の魅力を発信しようと努力する様子

が描かれていたが、その姿に強い感銘を受け、自分自身も岩泉を訪れたいと思った。

多くの方の関心を呼び起こすことで、地元経済への貢献につなげることは、メディア

が果たすべき大きな役割の一つで、災害の被害から立ち上がろうと努力する人々の姿

を、こうした番組で伝えることは、その復興を後押しする意義もある。 

 

○ ２月１０日(金)の「クローズアップ東北」では、地元の人々が諦めることなく再起

にかける姿がよく描き出されていた。困難は察するに余りあるが、苦境の中でも、ブ

ランド牛の供給を止めることなく消費者に届け続けたことや、イタリアのスローフー

ド協会から「保存すべき食材」に認定された安家地大根の存続に向けた奮闘は、岩泉

の復興を進めるうえで大きな力になると信じている。 
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○ ２月１０日(金)の「クローズアップ東北」では、ブランド牛と安家地大根の紹介を

心強く見た。和牛は海外でも人気があるので、番組で現状を発信したことは、地域の

ためになったのではないか。岩泉には龍泉洞という美しい水が人気の観光地があり、

豪雨災害により泥水が流れ込んだことで、再開されるか不安に感じていたが、３月に

は営業再開できるということで、胸をなでおろしている。 

 

○ １月３０日(月)の福島をずっと見ているＴＶ ｖｏｌ．６５「浪江町“帰還元年”

の年明け」は、一部での避難指示解除を控えた時期の放送でタイムリーだった。役場

内に仮設商店街ができるなど、帰還の機運が高まっている半面、町外に避難している

方が、商店や医療機関、交通機関がなく、戻りたいけれども戻れないと話していたこ

とや、帰還困難区域に住んでいた方が、ふるさとがあっても帰れないわびしさを訴え

ていたことが印象的だった。福島の厳しい現実や、そこに暮らす人々の声は、継続的

に伝えていく必要がある。 

 

○ １月２日(月)の大人のピタゴラスイッチ「ピーマンとハトと数学」(Ｅテレ 後10:30

～11:10)は、確率の問題を分かりやすい例で紹介するなど、数学が身近な場面で活用

されていることが興味を持てるように伝えられていた。こうした番組を今後も期待し

たい。 

 

○ １月２０日(金)のぼくらはマンガで強くなった「夢をカタチに！究極の肉体表現“バ

レエ”」は、バレエがテーマで、はじめはスポーツではないとも思ったが、肉体芸術

として、スポーツ医学やトレーニングも導入されるなど、スポーツに通じる部分があ

り、納得できた。番組では、マンガの原作者の登場が楽しみの一つで、今回はバレエ

をテーマにした漫画の作者、山岸凉子さんの出演がなく残念だったが、アシスタント

をされていた方の出演など、よく工夫されていた。これまで不定期だった放送が定時

化されて楽しみに見ている。 

 

○ １月２２日(日)のサイエンスＺＥＲＯ「人間とは何か？ アンドロイド研究最前線」

では、目的に合わせてアームを動かすだけのロボットとは違い、わざわざ人に似せた

アンドロイドを作るのはなぜかという話題が紹介された。「人間らしさ」を突き詰め

て考えた結果として、「人間とは何か」という哲学的とも言えるテーマに至った点が

興味深い。また、２月５日(日)の「ｉＰＳ細胞１０年(２)」は、研究の成果が分かりや

すく説明されており、臨床応用が進んでいない現状も含め、ｉＰＳ細胞を取り巻く状

況がよく理解できた。さまざまな企業がこの分野に参入している動きにも興味がある。 
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○ １月２６日(木)のファミリーヒストリー「大竹しのぶ～語り継がれる大竹様伝説 

１世紀を経ての出会い～」は、彼女の祖父が仙台市で教師をしていたことや、父親が

塩竃市生まれということが紹介され、宮城県にゆかりのある方だと分かってよかった。

ゲストのルーツがよく調べられており、楽しく見られる番組だ。 

 

○ １月２７日(金)の新日本風土記「北酒場」は、美しい映像と松たか子さんの優しい

声のナレーションがよかった。酒を飲み込む時の、のどの音もリアルだった。秋田県

鹿角市にあった尾去沢鉱山で働いていた人向けのスナックで、４７年にわたって女将

を続ける女性が、閉山により客の数が減っても通い続ける客を大切にもてなす姿が印

象的だった。秋田県横手市の酒蔵では「まんさくの花」という酒が作られていたが、

同名の連続テレビ小説を思い出し懐かしくなった。 

 

○ １月２８日(土)の「クリエーターたちのＤＮＡ～ニッポンアニメ100年史」(ＢＳﾌﾟﾚ

ﾐｱﾑ 後7:00～7:59)は、テレビアニメの歴史や変遷を、時代背景も踏まえながら振り

返っていた。1917年に発表された日本初のアニメ「なまくら刀」の映像も貴重だった。

クリエーターたちが若い頃、先輩から何を学んだのかといった“継承”の部分にも着

目しており、タイトルどおりの番組だったように思える。番組の最後では、投票を受

け付けている「ニッポンアニメ100」が告知されたが、１人１日３票を毎日投票でき

る投票システムには、どのような意図があるのか、疑問に感じた。 

 

○ １月２９日(日)のＮＨＫスペシャル プラネットアースⅡ「第２集 激変の大地に

生きる」は、ＢＢＣとの共同制作で、４Ｋカメラを秘境に持ち込み、生き物の貴重な

生態を捉えた番組だが、言葉にならないほどのすばらしい映像に感動した。極限の地

での撮影に挑まれたスタッフに敬意を表したい。 

 

○ １月３０日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「ネコからゾウ、キリンまで 動

物と向き合うプロたち」(総合 後7:30～8:43)では、言葉を発しない動物に向き合い、

見返りを求めない愛情を注ぐ方たちの姿は、まさにプロと呼ぶべきもので感服した。

秋田市の動物園でキリンを飼育している柴田典弘さんが、首や足などを触り続けて人

間への抵抗感を減らす「ハズバンダリートレーニング」と呼ばれる飼育方法で、これ

まで成果を上げていることが紹介されたが、身近な地域にこうしたプロフェッショナ

ルがいることに驚いた。 

 

○ ２月１日(水)の探検バクモン「世界一の古書街 神田神保町」は、古書街の普段知

ることがない舞台裏をかいま見ることができた。特に、目利きの店主たちが、価値あ

る古書を競売で仕入れていく様子が興味深く、次に古書店を訪れる際にはそうした点
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も意識してみたい。 

 

○ ２月４日(土)と１１日(土)の２週にわたって放送された超絶 凄(すご)ワザ！「南極

からサハラ砂漠まで！究極の断熱ボックス対決」は、日本の技術力の高さや、もの作

りへの熱い思い、チームワークのよさを再認識できるいい番組だった。 

 

○ ２月５日(日)のサキどり「過疎に悩む集落は“つないで”守れ」では、点在する過

疎の集落同士をつなぐことや、集落の外から人を募ることで、外の人とつながる取り

組みを実践し、効果が上がっている事例が紹介された。観光とは異なるアプローチで

交流人口増加につなげる好例だと思う。ＮＨＫのホームページ「地域づくりアーカイ

ブス」は、こうした企画を積極的に掲載し、今後いっそうの充実を図ってほしい。 

 

○ ２月５日(日)のＮＨＫスペシャル 巨龍中国「大気汚染 超大国の苦悩～ＰＭ２．

５ 沈黙を守る人々～」は、ＮＨＫならではの長期取材によって、現在の中国の実情

が克明に描き出されていた。国家目標のもと経済が発展する陰で、人々が公害に苦し

む姿は、かつての日本を重ね見るようだ。国家の施策に対して押し黙るのが中国の民

衆だという印象を抱いていたが、番組では母親たちが家族を守るために立ち上がる姿

が取り上げられ、新たな発見があった。中国が国家として経済を取るのか環境を取る

のかについて注目したいし、日本にも影響する環境問題なので引き続き関心を持って

見ていきたい。 

 

○ ２月６日(月)と７日(火)の「クローズアップ現代＋」では、フェイクニュースを特集

していたが、世界全体で向き合うべき大きな問題だと感じた。背景には、若い人を中

心に新聞やテレビよりもウェブでニュースを読むように行動が変化してきている点

がある。さらには、私たち一般市民がニュースをシェアし拡散することで、被害者に

も加害者にもなってしまう危険性や、アクセスを増やし広告収入を増やしたいという

企業の思惑もある。こうした風潮は私たちの生活や思考方法に影響を及ぼしかねない

大きな問題だ。キャスターからは今後も注目していくとコメントがあったが、ぜひ継

続的に番組で取り上げてほしいテーマだ。 

 

○ ２月８日(水)の超入門！落語 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ「粗忽の使者」「妾馬」は、落語

をドラマ仕立てでおもしろく見せていた。番組は今年度で終了するが、落語離れが叫

ばれている中、幅広い世代に落語の魅力を伝えようとするＮＨＫの取り組みには感心

する。 

 

○ ２月１０日(金)の「スタジオパークからこんにちは」では、午後２時台に「明日へ 
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つなげよう 復興サポート 安心して育てたい～待機児童ゼロ社会へ 福島市～」が

放送された。また、１３日(月)には「みちたん～ああ！すばらしきセカイ～“ちーっ

す！１１回目”」、１５日(水)には「クローズアップあおもり 十和田湖をみつめて」

と、東北に関連した番組が連日放送され、多くの人に見てもらえるのでうれしく思っ

ている。この時間帯に放送される番組については、各放送局が薦めたい番組を選んで

いるのか、本部による選定なのか、あるいは視聴者からの要望に基づいているのかを

お尋ねしたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

「スタジオパークからこんにちは」の午後２時台は、月曜日から木曜日

までは地域放送番組の全国発信という位置付けで、各放送局が提案した番

組を全国放送している。 

 

○ ２月１２日(日)のＮＨＫスペシャル「見えない“貧困”～未来を奪われる子どもた

ち～」はとてもいい番組だった。相対的貧困について知っているつもりでいたが、こ

こまで深刻なのかと衝撃を受けた。とりわけ、相対的貧困を抱えた子どもたちへの

アンケート結果で、「頑張れば報われると思うか」という質問にノーと答えた割合が

23.7％、「自分には価値があると思うか」という質問にノーと答えた割合が46.8％も

いたということに驚いた。子どもの貧困を放置すると、進学率が下がって非正規雇用

が増加することから、国としても大きな損失であり、早急な対策が求められる。司会

の高橋みなみさんが、「子どもが子どもとして生きる権利、親が親として生きる権利

を国が守らなければならない」とコメントしていたのが印象的だ。番組の冒頭でより

詳しく状況の説明があったほうが、関心を持って見られたのではないか。「ＮＨＫス

ペシャル」は深夜に再放送されるが、この回は何度も時間帯を変えて放送することで

国民の関心を呼び起こし、国や自治体も含めた対策につなげてほしい。 

 

○ ２月１３日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀 特別企画「ただ、ひたすら前へ

～競走馬・オグリキャップ～」は、主役が人間ではなかったので、馬の考えは分から

ないし、周囲の人間の気持ちを投影しているだけではないかと半ば批判的な思いで見

始めたが、実際に見てみると感動的な内容だった。置かれた境遇や、成功を勝ち得て

いくストーリーは十分感情移入できるものだったし、周囲の人間の関わり方も印象的

だった。スポーツ心臓を持っていたことや、オンとオフの切り替えがうまいこと、試

合前のルーチンなど、番組を通じて初めて知ったエピソードが多い。引退が決まった

あとの試合で勝つなど、自分でストーリーを描いていたようだと語る武豊騎手の言葉

にもうなずける。多くの人がオグリキャップの活躍に熱狂した時代が確かにあり、当

時元気をもらったことが思い出されるいい番組だった。 
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○ ２月１６日の(木)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」で、沖縄の「白化しないサン

ゴ」が取り上げられた。温暖化によりサンゴが死滅する懸念がある中で、この発見は

明るい話題だ。養殖に取り組む金城浩二さんが、温暖化に勝ちたいと語った言葉が印

象的で、自然環境との向き合い方について改めて考えさせられた。取材にあたったカ

メラマンと、スタジオのキャスターとのかけ合いも分かりやすく、理解が深まった。

同じ日の「ＮＨＫニュース おはよう日本」の気象コーナーの冒頭で、気象予報士が

キャンディーズの「春一番」を振り付きで歌ったことは、ＮＨＫでもこうした演出が

あるのだと驚き、ほほえましく見た。 

 

○ Ｅテレで毎週放送している「サム＆キャット」は、翻訳のうまさに加えて、彼女た

ちの会話のウイットやジョークに感心する。日本人にとっては苦手とされている部分

だけに、小さい頃からこのような番組を見ることで、感性が養われるのではないかと

思った。 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２９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、１９日(木)、ＮＨＫ仙台放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、視聴番組のみちたん ～ああ！すばらしきセカイ～「温泉スペシャ

ルで１０回目」を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

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

会議を終了した。 

 

(出 席 委 員 ) 

   委 員 長      小林 好雄 ((株)出羽庄内地域デザイン 代表取締役) 

   副委員長      伊藤 一弘 (ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事) 

   委 員      津田 政克  ((株)七十七銀行 常務取締役人事部長) 

照沼かほる (福島大学 行政政策学類教授) 

長谷川 登 (東北電力株式会社 常務取締役) 

畑中みゆき (ＮＰＯ法人 High-Five 理事長) 

藤沢 清美 ((一社)岩手県芸術文化協会理事) 

藤村 ゆき (こまめ小町コーポレーション 代表) 

山田 理恵 (東北電子産業株式会社 代表取締役社長) 

 

(主な発言) 

 

＜みちたん ～ああ！すばらしきセカイ～「温泉スペシャルで１０回目」 

(総合 １月１３日(金))について＞ 

 

○ これまでの番組は、取り上げられるスポットのディープさが強調されていたが、今

回は珍しさに加えて、見ている側をほっこりとした気持ちにさせてくれた。過去の放

送ではナレーターとして出演していた山家美枝子さんは、独特の雰囲気があったし、

トークの場所に使われた町の銭湯も味わい深かった。カバンの形をした番組のキャラ

クターはテーマ曲とも合っており効果的だった。 

  山形県最上町での野湯探しは、当てもなく探し始めて、本当に見つかるのかと思っ

たが、無事に見つけることができて安心した。秋田県大館市の大滝温泉にある土産物

店はディープミュージアムと呼ぶほどのものではなかったが、温泉を特集した番組の

テーマに合っていた。宮城県大崎市の東鳴子温泉での湯治体験は、３人のおばあ

ちゃんの人柄もあり、まったりだらだらした生活のいい面が描き出されていた。 
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  この番組は、東北の誰しもが温泉が好きで、有名な温泉地を知っている前提で作ら

れていたように思う。その点で、温泉に関心のない人にとっては、置いて行かれた思

いを抱くかもしれない。 

     

○ 番組の冒頭に流れる独特のテーマ曲は、その先に期待が高まる。全体的にとてもお

もしろかった。銭湯でのトークの場面は、下から仰ぎ見るカメラアングルが用いられ

ており、話に引き込まれるようで効果的だった。また、山家さんの姿を初めて見たが、

声の印象どおりの方でうれしかった。番組の中で使われていた、温泉と共同浴場との

意味の違いがよく分からなかった。 

  野湯探しでは、タイミングよく犬を連れた人が現れ、ディレクターもお湯に入った

が、本当に偶然だったのかを知りたい。温度は３０度と低めで、だいぶ寒かったので

はなかろうか。農業と温泉のコラボも語られていたが、どのようなまちづくりができ

るのか楽しみで、今後に期待したい。大滝温泉の温泉街は、鉱山が廃止されたことで

寂れた場所だったが、過疎が進む今の時代を象徴する風景だった。湯治生活をされる

方々は、若い頃は仕事や子育てに追われており、言葉に重みが感じられた。そうした

暮らしには憧れる。 

  

○ 番組タイトルの由来になっている「見る、知る、探す」は人間の本能だとも言える。

新しい知識が得られると喜びを感じるので、この番組を制作した意義は大きい。次々

とネタを探すのは大変だと思うが、今後も続けてもらいたい。 

  今回の番組は出演者の人選がよかったことに加え、中身も濃く、最後まで楽しく見

られた。漫画家・エッセイストの能町みね子さんや温泉研究家の群司勇さんのコメン

トは、ＶＴＲを見て感じた疑問点に見事に応えていて、納得感が高まった。 

  青森県弘前市の白馬龍神温泉では、温泉の成分が固まってできる、でこぼこした床

をグラインダーで削って歩きやすくしているエピソードが興味深かった。野湯探しで

は、最後にディレクターが一人でお湯につかった場面で、犬を連れた男性が映ってい

たが、全く異なる方向を見ているのが滑稽だった。湯治客とディレクターが生活を共

にした場面からは、取材の苦労がうかがえる。 

 

○ 楽しい番組で、声を出して笑いながら見た。自分も温泉が好きで、自分の訪れたこ

とのある温泉が取り上げられるとうれしくなる。「お茶っこやってけらいん」といっ

た難しい方言やなまりも、適切にテロップで示されており、若い女性が見ても入りや

すい作りになっていた。ＢＧＭも切ない曲や温泉に関連した曲など、場面に合わせた

選曲に工夫が凝らされていた。ＮＨＫにもこうしたおもしろい番組があると感心する

とともに、昔とは変わってきていることを改めて実感した。 

  番組の最後で取り上げられた岩手県西和賀町の食堂をはじめ、番組を保存版にして、
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これまで行ったことがなかった場所をぜひ一度訪ねてみたい。 

 

○ ４人の出演者の人選に加えて、取り上げる地域のバランスもよく考えられており、

文句なしにおもしろいと言える番組だった。コーナーのタイトルも、どのような場所

なのだろうかと期待を抱かせるうまい付け方だった。強いて挙げれば、今回取り上げ

られたのは福島を除く東北５県だったので、会津地方の温泉も盛り込むなどして、全

県を取り上げればなおよかった。 

  白馬龍神温泉は、鉄分とカルシウムででこぼこの床ができていることに驚いた。日

本全体を見回しても特に珍しい場所なのではないか。大音響の演歌が浴室に流れる青

森県青森市の温泉もディープな雰囲気が出ており興味深い。大滝温泉の土産物店は、

店頭に並ぶ昭和のおもちゃの数々が見ていて懐かしく、実際に鑑定して金額を出すと

ころもおもしろかった。湯治旅館は、スタッフが奥義を直伝してもらうとしながらも、

結局だらだらと寝転がって時間を過ごすだけのギャップがおかしかった。西和賀町の

食堂では、お風呂を開放したり食事を出したりして、長距離ドライバーにやさしい

サービスを提供していた。高速道路の発達でドライブインの数は減ったが、こうした

施設の良さを再認識した。 

 

○ これまでの紀行番組とは異なり、独特のテンポで東北各地が取り上げられていた。

時節柄、温泉が恋しい時期でもあり、興味をもって楽しく見た。各地の見逃してしま

いそうな場所が紹介され、まさにディープな内容だった。観光客でにぎわう有名なス

ポットではなく、身近で地元住民の暮らしに溶け込んでいる場所を地元の言葉で紹介

しているため、親近感や懐かしさにあふれ、安心して見ることができた。紀行番組で

ありながら、出演者が旅するわけでもなく、コメントやナレーターとして番組に関わ

る構成も斬新だった。全体的にほのぼのとした構成で、ともすれば流れがだらけそう

な中、出演者のコメントや会話が適度に組み入れられ、番組全体を引き締める役割を

果たしていた。 

  湯治の様子はとても懐かしく感じられた。もともと湯治は農家の方が農閑期に骨を

休めるためのもので、日本人が忘れてしまった温泉本来の楽しみ方を思い出させてく

れた。 

  現在、外国人旅行者をいかに増やすのかに注目が集まっている。外国人は日本人が

あまり気にしないような場所や物に興味を示すと聞く。その意味では、東北に住む私

たちがガイドブックに掲載されていない場所や風習を意識し、紹介することが大切だ

と感じた。有名な観光地だけではなく、身近にヒントがあること、暮らしのそばに日

本の魅力があることに改めて気づかせてくれる番組だった。 

 

○ 全体的にまったり、のんびりした雰囲気が漂っており、ほかにはない番組でおもし
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ろい。のんびり見る分にはいいが、時間がない時に見るのは難しいかもしれない。 

今回取り上げられた場所は、行くのも大変、入るのも大変な場所が多く、敷居が高

すぎるようにも思えた。また、かつてのにぎわいやどこまでも続く田んぼの風景、高

齢者ばかり登場するなど、どこか寂しさが感じられた。古い場所やアイテムに魅力が

あることは確かだが、それを味わい深いと捉えるだけで終わってしまうのは、東北の

ディープな魅力とまでは呼べないのではないだろうか。 

番組を立ち上げた目的に、地元の魅力を再発見し観光に結びつけるものがあったと

聞いているが、今回の番組内容がその目的に合致しているかは疑わしい。番組に固い

目的を求めるわけではないが、本当の意味での東北のディープな魅力とは何なのだろ

うと考えさせられた。 

  ゲストの能町さんが、東北人の素朴さは、ここがすばらしいからぜひ来てくれと言

うのではなく、何でこんな所に来たのという問いから始まってじわじわとよさが出て

くる部分にあることや、地元のスーパーマーケットに並んでいる地元の名物を見つけ

ることが楽しいと話していたが、この番組の趣旨に合致しているように思えた。 

 

○ 番組は今回が１０回目で、ネタ切れすることなく健闘している。今回は温泉の特集

だったが、素材には事欠かない東北において、いわゆる「みちたん」的な掘り起こし

方でいい場所を紹介していた。銭湯を訪ねる番組の導入部分も「ブラタモリ」に通じ

るような気がしておもしろかった。番組のホームページには取り上げた場所がきちん

と掲載されており、気付いたときにすぐ調べられるので親切だ。 

  青森県の温泉が２つ紹介されていたが、どちらも知らない所で、なかなか味わい深

い雰囲気の公衆浴場もあったのでぜひ行ってみたい。大滝温泉にあるレトロな土産物

店は、番組でもディープミュージアムとして紹介されていたが、存在すること自体に

価値がある。紹介のしかたも、回を重ねるごとに安定してきた感がある。湯治旅館は、

商店や床屋も含めた町そのものがいい雰囲気だった。ストレスのない非日常の良さを、

しみじみと感じ取った。 

  ゲストの能町さんを紹介するときに、『逃北』というエッセイ集が映し出されたが、

あの一節には、「疲れたときは北へ逃げます」とある。その発想はまさに「みちたん」

的で、その言い回しを積極的に使っていきたいと思った。 

 

○ ディープな魅力を満載すると同時に、遊び心も伝わってきた。ふだんあまり目が行

かない部分に光を当てていた点もよかった。いつもナレーションで登場している山家

美枝子さんの姿を初めて見たが、独特の雰囲気があり、のれんの中に着物でおられる

姿もすてきだった。 

  青森市の温泉は、いかにも昭和の感じがある共同浴場で、浴室では演歌が大音量で

流れていたが、常連客の飲食店従業員とバスの運転手が、ここに来ないと疲れが取れ
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ないと話していた表情がよかった。大滝温泉の土産物店を経営される夫婦は、「これ

からも店をやりますと言え」「やると思います」などのかけ合いがほほえましかった。

ご主人はにこにことした表情だったが、裏にはこれまで多くの苦労があったのではな

いか。湯治旅館では、８０代の女性３人にディレクターが湯治を教えてもらっていた

が、ゲストの能町さんも話していたとおり、理想の老後だと思う。ストレスなくだら

だらと過ごす生活を満喫する背景には、過去に仕事や育児で苦労してきた経験がある

のだろう。 

 

○ これぞ東北という温泉の魅力が満載だった。共通しているのは、時間が止まったよ

うな昭和の風景で、以前からあった「東北的生き方」を再発見できた。 

  とりわけ、湯治旅館に原点があるように感じた。日常の生活や家事を離れて、何を

するわけでもなく、気の合った人たちとおしゃべりし、湯につかり、眠くなったら寝

て、朝や夕方になったら共同でご飯を作り、にぎやかに食べる。慌ただしくスケジュー

ルに追われて疲れる観光旅行ではなく、心身ともに癒される本来の意味のリゾートこ

そが、温泉での湯治だ。 

  青森、岩手、山形の共同浴場やドライブインの浴場、田んぼの中のいで湯も、毎日

の暮らしの中にある湯治であるとともに、ぜいたくな時間を楽しめる場所であり、住

民同士の自然なコミュニケーションを培う場であることも含めて、普通の田舎の風景

を、豊かな世界へと価値観を一変させるものだ。ゲストの能町さんが語っていた、「南

の地方の人と違い、こんな寒いところに何をしに来たんだと言われる東北に一歩入る

と、じわっと温かみを感じる」という言葉そのものだ。登場した地元の人たちの表情

は、あくせくと日々に追われる焦りとは無縁で、成長神話にしがみつかなくてもいい

生き方が東北の原点にあると思えた。ディープこそが実は東北の「普通の生き方」で

あることを、「みちたん」にはもっと思い出させてほしい。 

 

 (ＮＨＫ側) 

今回は温泉をテーマに据えたが、時間の止まったような場所や世の中の

最先端からは外れた場所を取り上げるこの番組には、効率やコストパ

フォーマンスを追い求める世の中にあって、その潮流とは異なる場所が東

北にあり、それが豊かさだと発信するねらいがある。都会の生活に疲れた

人たちにとってみれば、とても魅力的な財産に映るのではないかと考えて

いるので、引き続き取り組んでいきたい。 

野湯探しのコーナーに出ていた地元の方は、事前に連絡を取って出演し

てもらったものだが、取材を始めた当初は、あの場所自体がすでになくなっ

ているのではないかという情報もあったので、あのスポットまでたどり着

けたのは幸運だった。ディレクターがお湯に入るという終わり方も含め、
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慌ただしく制作したコーナーなので、生々しさのようなものが伝わったの

かもしれない。 

能町さんは、都会に疲れたら自然と北に足が向く、華やかさはないが人

を癒やしてくれるのが北国だとさまざまな形で書いてきており、この番組

のコンセプトに合うと考えて出演をお願いした。機会があればぜひ知恵を

お貸しいただきたい方で、「逃北」のコンセプトも積極的に番組に取り入れ

ていきたいと思っている。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １２月３０日(金)のみちたん５ｍｉｎ～大好き東北～「みちのくディープグルメ 

宮城 港町の珍アイス」(総合・東北ブロック 後4:55～5:00)は、これぞ「みちたん」

とも呼ぶべき内容で、うにやカキ、さんま、しじみ、キムチ、さらにはみそラーメン

など、常識では考えられない食材でアイスを作っていることに大変驚いた。社長さん

が苦労されていると話していたことにもうなずける。ササニシキのアイスは、米の味

を損ねていないのか気になるので、ぜひ一度食べてみたい。 

 

○ １月６日(金)のクローズアップ東北「仮設住宅 ６年目の“無念”～取り残される

被災者たちに何が～」は、仮設住宅に暮らして亡くなられた方がこれまで1700人もい

た事実に驚かされた。高齢に加えて復興事業の遅れもあり、新たな住居を求められな

い被災者が、悩み苦しい日々を送っていることを改めて思い知らされた。 

 

○ １月６日(金)の「クローズアップ東北」は、６年目の被災地の様子を伝えるいい番

組だった。平野哲史キャスターが被災者に寄り添いながら心情を探ろうとする進め方

にも好感が持てた。今の制度では、仮設住宅は最長でも２年間を上限に設計されてい

るが、６年目に入っても４万人が暮らさざるをえない現状を考えると、法の改正も含

め、あらかじめ事態を見越した環境を整える必要があったのではないか。また、深刻

な状況に置かれている被災者を支えていくためには、地域コミュニティーや行政の支

援が大切だと再認識した。 

 

○ １月７日(土)の「ウイークエンド東北」で放送された、「“温泉エビ”で町づくりを」

のリポートでは、福島県の土湯温泉で、高温の源泉による発電と、その過程で出る冷

却水を活用したエビの養殖に取り組む小栗拓馬さんが取り上げられた。いまだ風評被

害もある中で、復興に向けて前向きに奮闘する小栗さんの姿は、元気づけられるもの

だった。 
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○ １月１３日(金)のクローズアップ東北「“被災ペット”受難の６年」は、人の命と同

様に、動物の命も大切だと再認識した。今後大きな災害があった際に、どうすればペッ

トとともに避難できるかを考えることが大切だ。専門家の打越綾子さんは価値観の整

理が大切だと話していたが、まったく同感だ。 

 

○ 東北ブロックで毎週放送している「被災地からの声」は、被災者の思いを編集した

り飾ったりすることなくストレートに伝える番組で、震災をテーマにした番組の中で

も特に意義深いものだと感じている。キャスターの津田喜章アナウンサーも、被災者

が伝え切れない思いを適切に代弁しており、好感が持てる。 

 

○ １月９日(月)のＮＨＫスペシャル 東日本大震災「それでも、生きようとした～原

発事故から５年・福島からの報告」(総合 後10:00～10:49)は、震災から時がたち増加

傾向にある自殺を取り上げており、深く考えさせられた。震災の直後は、とにかく頑

張ろうと意欲を持っていた人でも、“あいまいな喪失”やコミュニティーの分断で、

徐々に期待感が薄れ追い込まれる姿が描かれており、これも原発事故がもたらした被

害だと実感した。 

 

○ １月９日(月)のＮＨＫスペシャルでは、福島県民の自殺率を表す指標が、東日本大

震災・東京電力福島第一原発の事故から４年を経て急激に上がっていることが取り上

げられた。福島県における「震災関連死」は被災各県の中でもトップにあり、原発事

故を苦にしての自死が明確な指標で提起されたのは初めてだったように思える。大震

災から間もなく６年。岩手県や宮城県の津波被災地では住民の高台移転や街の再建が

進んできた一方、福島の原発事故被災地では、どこでも汚染土の黒い袋が山積し、放

射能残存の不安で住民の帰還・帰還意向は１割程度で、大半の農家は根強い風評で稲

作再開を諦めている。住民の離散で共同体は失われ、ふるさとから切り離された人、

戻りたい人、戻った人も孤立感を抱き、希望を薄れさせていく。番組はそうした残酷

な現実を伝えていた。冒頭で示された衝撃的な自殺率の伸び、番組で紹介された自死

を選ばざるを得なかった人々の心情からは、終わりも解決も誰からの謝罪もない、再

スタートも切れないままの「あいまいな喪失」の状態が続く限り、「関連死」という

データにも表れない自死が増えるのではないか、という深刻な危惧、危機感を抱かせ

た。亡くなった人々と周囲の人々の歩みと思いを丹念に掘り起こしたこの番組は、

「震災は過去のもの」「もう復興は成ったのでは」とのイメージに流された全国の視

聴者に、福島の現実を伝えてくれたと思う。 

 

○ １２月２３日(金)の「今日は一日“サヨナラ！つま恋ソング”三昧」(FM 後0:15～

6:50)は、徳田章アナウンサーの司会もよく、とても楽しめた。番組では、また聞きた
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い「つま恋ソング」が紹介され、大賞は、吉田拓郎と中島みゆきの『永遠の嘘をつい

てくれ』だったが、多くの方が共感できる選曲だったのではないか。同じ日には、Ｓ

ＯＮＧＳスペシャル「吉田拓郎～風のように…なんて考えた事があったなぁー～」(総

合 後10:50～11:50)も放送され、リハーサルに時間をかけるエピソードや、ライブ直

前のインタビューを興味深く見た。聞き手の桑子真帆アナウンサーの進行も適切だっ

た。東京やテレビに対する彼のこだわりや、２７歳にして「人生を語らず」を書いた

背景も知ることができ、音楽番組でありながら彼の生き方や人生に触れた思いがした。 

 

○ １２月２５日(日)の玉置浩二ショー「竹原ピストルズ＆Ｓａｌｙｕと魂のコラボ 

安全地帯メドレーも！」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後10:30～11:29)も、満足できる番組だった。こ

うした番組の存在を、音楽が好きな層が見ている時間帯で効果的に告知してほしいし、

好評を得た番組は再放送してほしい。 

 

○ １２月３１日(土)の第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦「夢を歌おう」は、ＳＭＡＰの出演

の有無や、ベテラン歌手の落選など、事前の話題は多かったが、司会がつたないよう

にも感じられ、全体的にはあまりおもしろいと思えなかった。総合司会がいなければ

全体の進行はより厳しかったと推察するが、ステージにあまりなじんでいなかったよ

うにも見えた。世代交代や新規路線を目指した工夫も必要だし、チャレンジする意図

もあったと理解しているが、タモリさんとマツコ・デラックスさんによる寸劇や、新

垣結衣さんの画面上での扱い方は中途半端にも感じられた。また、審査員票で大逆転

する採点方法にも戸惑いを覚えた。作詞・作曲者の表示間違いも、あってはならない

ことだ。 

 

○ 「第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦」は、放送前から多くの話題で世間の注目を集めてい

た。時代に合わせて番組も変わらなければならないとする意気込みが感じ取れたし、

その努力は視聴者に伝わったのではないか。特に、ゴジラやピコ太郎さんを活用した

演出は楽しめたし、タモリさんとマツコさんの寸劇もよかった。歌についても、石川

さゆりさんや福田こうへいさん、氷川きよしさんをはじめとして、なじみのある歌を

貫禄とうまさで安心して聴かせていた。残念だったのは、審査結果の発表で、時間が

少なかったことに加えて結果も意外なものだったので、視聴者が戸惑ったまま番組が

終わってしまったように感じられた。紅白歌合戦は家族で１年を振り返るすばらしい

番組だ。時代とともに変わることはもちろん大切だが、番組が持つ普遍的な価値も見

失わないようにしながら続けてほしい。 

 

○ 「第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦」は、事前に多くのＰＲ番組が放送されたが、あまり

多いと、見ている側も「もういいよ」と思ってしまうおそれもあるので、適切な分量
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にしてほしい。内容については、さまざまな話題がある中、力のこもった演出や舞台

で見ごたえがあった。ＲＡＤＷＩＭＰＳの歌の背景に、『君の名は』の新しく編集さ

れた映像が流れたことや、ＡＩさんの歌が特にすばらしかった。ＡＫＢ４８の投票結

果発表は、ファン以外には関心が低い演出だったのではないか。「シン・ゴジラ」の

演出は、Ｘ ＪＡＰＡＮや武田アナウンサーの関わり方も含めて違和感があった。ま

た、タモリさんとマツコさんを夫婦の設定で登場させることもいただけない。意外な

結果が最後に発表されたが、司会者がそうだったように、見ている側も戸惑う終わり

方だった。若者に人気のある人や、話題になった人を多く登場させることは否定しな

いが、紅白歌合戦は特別な番組だとする認識が世に広くあることから、その出演者の

選び方には公平性が求められているように感じている。納得感をもって見てもらうた

めにも、ＮＨＫが番組をどのように見てもらいたいか、積極的に示してはどうか。 

 

○ 「第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦」を楽しく見た。椎名林檎さんや、宇多田ヒカルさん

は、演出はすばらしかったが、黒の印象が強く残った。「紅白」なのだからもっと明

るい色で登場させてもよかったのではないか。この番組は、家族全員で安心して見ら

れる番組であり続けてほしいので、若い世代が知らない曲であってもいいし、ワンパ

ターンでも構わないのではないか。 

 

○ 「第６７回ＮＨＫ紅白歌合戦」は、ホールの２階にステージを設けたことと、それ

にともない審査員席をステージの横に移動させたことが効果的だった。また、特に後

半では、一人ひとりの音楽をじっくり聴くことができ、歌手の魅力を再発見できてよ

かった。 

 

○ １２月３１日(土)の「ゆく年くる年」(総合 後11:45～前0:15)は、紅白歌合戦からの

番組の切り替わりが、動から静に変わる瞬間のように感じられて、印象的だった。秋

田県羽後町の地蔵院からの中継があったが、短い時間の中で、高齢化や人口減少といっ

た地域の課題が効果的に盛り込まれていた。寺が出会いの場となった話題は、未来に

つながる明るいエピソードで、練られた構成に感心した。 

 

○ １月１日(日)の「あけまして ねほりんぱほりん」(Ｅテレ 前1:15～4:53)は、知ら

ない世界のエピソードが次々出てきておもしろかった。中でも、「ハイスペ婚の女」が

特に印象的だった。はじめは、「東大以外は人間ではない」とする考え方に反発を覚え

たが、話が進む中で、起業した時のリスクヘッジとして高収入の男性と結婚したいと

する人生設計や、出会いのために努力を惜しまない姿勢には感心した。それをねらっ

たのかは分からないが、よく考えられた番組構成だった。 
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○ １月１日(日)の「あけまして ねほりんぱほりん」と、１月２日(月)の「超入門！落

語ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ一挙放送スペシャル2017」(総合 前0:30～4:00)は、いつも見て

いる番組がまとめて放送されて楽しめた。とりわけ、定時編成になる前のパイロット

版とも呼ぶべき回が含まれていた点がよかった。 

 

○ １月１日(日)のＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ 2017新春特集「世界が驚いたニッポン！」

(ＢＳ1 後7:00～8:49)は、外国人から見た日本の優れた部分やおかしい部分が次々と

紹介され、新しい発見が多くおもしろかった。構成も分かりやすく、司会の鴻上尚史

さんの進行も軽妙で聞きやすかった。外国人に人気の動画では、だし巻き卵の作り方

や集団行動、踏切が人気で、さまざまな感想が寄せられていたのが興味深かった。ま

た、動物の話題では、奈良県のシカや、宮城県では蔵王のキツネ村など、日本人はあ

まり知らないが外国人に人気の場所があることを新しく知ることができた。外からの

視点を通して自国のよさを知ることができるので、こうした番組をもっと放送してほ

しい。 

 

○ １月１日(日)の「ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ 2017新春特集」は、３６か国５７人の外

国人がスタジオに揃った姿が壮観で、荒俣宏さんの少し斜に構えたコメントもよかっ

た。今回動画のランキングを紹介したのは興味深く、番組が毎回新たなテーマを取り

上げていることに感心している。今後も続けてほしい。 

 

○ １月１日(日)のＮＨＫスペシャル「トランプのアメリカ 世界はどうなる？」(総合 

後9:00～9:58)は、昨年１１月１２日(土)のＮＨＫスペシャル「“トランプ大統領”の

衝撃」(総合 後9:00～9:59)の続編とも言える内容で、出演者の人選やバランスも適切

だった。栗山千明さんは女性ならではの率直な意見がよかったし、伊集院光さんは分

かりやすいスローガンの危険性を伝え、パトリック・ハーランさんは国家主義やポ

ピュリズムの恐ろしさを訴えていた。また、専門家についても、国際政治学者の三浦

瑠麗さんの歯にきぬ着せぬ言い方がよかったし、フランスの思想家のジャック・アタ

リ氏が中産階級の貧困が独裁や戦争を招き、最悪のシナリオも考えられると指摘して

おり示唆に富んでいた。大越健介キャスターはさまざまな問題提起も含めて、コー

ディネーターとしての役割を果たしており、有働由美子アナウンサーが入ったことで、

柔軟な視点からのコメントが加わった。これから世界がどのように変化していくのか

予断を許さないが、こうした番組を今後も放送してほしいし、今回の番組が元日に放

送された意義は大きいと感じている。 

 

○ １月２日(月)の「新春ＴＶ放談２０１７」(総合 後10:40～11:58)は、毎回楽しみに

見ている番組だ。民放のプロデューサーも２名加わり、興味深いコメントが聞けてよ
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かった。中でも、コント番組が作りにくくなっている状況の背景として、ドラマにバ

ラエティー番組の要素が入ってきていることや、視聴者側の忍耐力が下がっており、

番組が多くを説明しなければならないとする現状の分析と将来の展望、またいわゆる

炎上への過敏とも言える反応を疑問視する意見などが特に興味深かった。日本テレビ

の土屋敏男さんが、ＮＨＫの世間におけるイメージは「おもしろくない」のまま変わっ

ていないと指摘していたが、多くの番組を見ている立場からすると、挑戦的な番組が

増えてきていると捉えている。大切なのは、本当に見てほしい人に番組の存在が伝

わっていないことで、ＮＨＫには今後いっそう効果的な周知の手法を考えてもらいた

い。 

 

○ １月３日(火)の新日本風土記スペシャル「神を守り 人が集う～ユネスコ無形文化遺

産 山・鉾(ほこ)・屋台行事～」(総合 後6:05～6:48)を見て、祭に出ている人には神

が宿っており、家族や支える人も含めて地域の伝統として息づいていることを再認識

した。この番組は濃密に構成されていたが、もっと長い時間でもぜひ見たいし、永久

保存版として手元に残しておきたい。 

 

○ １月６日(金)の歴史秘話ヒストリア「おんな城主 直虎のイロハ」は、構成も分か

りやすく、井伊直虎がどのような人物であるか知ることができてよかった。大河ドラ

マの効果的なＰＲになっていたと思う。 

 

○ １月７日(土)のザ・プレミアム「たけしのこれがホントのニッポン芸能史」(９)(Ｂ

Ｓﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後7:30～8:59)は、日本の芸能を深掘りするバラエティー番組でいつも楽し

みに見ている。今回は時代劇がテーマだったが、職人たちの神わざが結集した、世界

に誇るべきエンターテインメントだと再認識した。現在、きちんとした時代劇を制作

できるのはＮＨＫだけだと考えており、本格的なものからバラエティーに近いものま

で、さまざまなタイプの時代劇を今後も続けてほしい。 

 

○ １月８日(日)に始まった「おんな城主 直虎」のオープニングタイトルは、「真田丸」

と異なり、とても芸術的な印象を受けた。ナレーターの中村梅雀さんの起用は、「篤

姫」で井伊直弼役をされていたこととのつながりがあるのではないかと思いながら見

たが、独特の語り口は徐々に慣れていくだろう。初回と２回目では、子役の演技のう

まさに驚くとともに、柴咲コウさんを登場させておかないと、視聴者が離れてしまう

のではないかと心配にもなった。また、一般にあまり知られていない人物だけに、物

語を深く理解するため、人物関係をもっと丁寧に説明してほしいとも感じた。主人公

たちが成長して大人になり活躍する姿を楽しみにしている。 
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○ 「おんな城主 直虎」は、子役の演技がすばらしく、楽しく見ている。オープニン

グタイトルはこれまでの大河ドラマと雰囲気が異なるがとてもいい。ピアノを美しく

演奏されるラン・ランさんは仙台に多く来ている方だし、作曲の菅野よう子さんも仙

台出身で、地元にゆかりのある方が起用されてうれしく思っている。 

 

○ １月８日(日)のＮＨＫスペシャル 巨龍中国「１４億人の消費革命～爆発的拡大！

ネット通販～」(総合 後9:15～10:04)は、中国国内におけるインターネット通信販売

の規模に驚かされた。一獲千金を夢見て起業する若者も取り上げられていたが、過酷

な競争を勝ち抜くために必死に働く姿を見て、日本人も見習うべき点があると感じた。

同時に、あちらでは商品の扱いがとても雑なように思えた。 

 

○ １月９日(月)から始まった１００分ｄｅ名著 中原中也詩集 第１回「“詩人”の誕

生」は、解説で出演していた太田治子さんが、太宰治の娘の視点からコメントしてお

り興味深かった。中でも「太宰はいつも死のうとしていた。中也は生きようとしてい

た」という言葉が印象的だった。森山未來さんの朗読もどこか陰があり味わい深かっ

た。この番組は、４回シリーズで、これまであまり知らなかった作品に触れることが

できる点で貴重だ。一方で、関心の薄い作品の場合は、１回目だけを見て、２回目以

降の視聴に結び付かない場合もあるように思われる。 

 

○ １月１１日(水)のガッテン！「血管を強くしなやかに！ピーナッツパワー解放ワザ」

では、今までの知識に加えて、ピーナッツの新たな効能を知ることができた。栽培方

法や煎り方も紹介されており、親切だった。 

 

○ １月１５日(日)のサキどり「木がニッポンのミライを変える！？森のサキどりさん

ＳＰ」は、木材が持つ新たな可能性を知ることができた。持続可能な天然資源であり、

これまで以上に有効に活用していくことで、森の活性化にもつながるし、例えば新し

い国立競技場のように、クールジャパンの訴求にもなるのではないかと感じた。 

 

○ １月１５日(日)の「これでわかった！世界のいま」では、金正恩の新年の言葉を分

かりやすく読み解いて伝えることで、北朝鮮の現状がよく分かり興味深かった。自ら

の能力を反省すると同時に、大陸間弾道ミサイルの技術力をアピールする彼の言葉に

は、国民の統制を強化したいという意図や戦略が透けて見えた思いがするし、北朝鮮

が変わりつつあることも伝わってきた。 

 

○ １月１５日(日)のＮＨＫスペシャル「森の王者 ツキノワグマ～母と子の知られざ

る物語」は、ツキノワグマの習性や生態に関して新たな発見が多い番組だった。とり
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わけ、オスによる子熊殺しの映像は衝撃的で、こうした習性があるのかと驚いた。東

北地方では、人を襲うことが昨年大きな問題になったクマだが、この番組を通じてよ

り深く理解することができた。 

 

○ １月１５日(日)の「ＮＨＫスペシャル」は、クマの親子のふれあいなど微笑ましい

映像の一方、オスが子熊を襲う場面など、自然の厳しさもよく描き出されていた。動

物カメラマンの横田博さんが巣の前でクマを２０日間も待ち続ける姿を見て、その根

気には頭の下がる思いだ。最後は、雌クマの「次郎」が見つからなかったとする終わ

り方だったので、その後どうなったかを伝えてほしいと思った。 

 

○ １月１６日(月)のクローズアップ現代＋「最年少 ｖｓ 最年長～“天才”少年棋

士 鮮烈デビュー～」は、昨年１２月２７日の「ニュース シブ５時」でも取り上げ

られた話題がより深く紹介されていてうれしかった。素人にも分かりやすく解説され

ていたし、プロ棋士が直感を大切にしているエピソードも興味深かった。藤井聡太四

段は中学生でプロになったが、過去の４人にはそうそうたる名前が並んでおり、今後

の活躍に期待を抱くとともに、将棋以外の特技が詰め将棋と答える姿も頼もしく、す

ごい子が現れたと思い、ファンになった。今後、彼を目標とする子どもも多く出てく

るのではないか。 

 

○ １月１６日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「建物を変える、街が変わる～

建築家・大島芳彦～」では、古いものには価値があると同時に、建物を守るのは人の

つながりだとする彼の信念に共感したし、人の動線や町の歴史をも考えながら町並み

を作っていくプロセスはプロフェッショナルと呼ぶにふさわしい。とても参考になる

番組だった。 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 



1 

平成２８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、１５日(木)、ＮＨＫ仙台放送局におい

て、９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、視聴番組の「どんとこい！人口減少～おらほの村は何守る？～」

を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、１月の番組編成の説明、放送番組モニター報告と視聴者意向報告が行われ、

会議を終了した。 

 

(出 席 委 員 ) 

   委 員 長      小林 好雄 ((株)出羽庄内地域デザイン 代表取締役) 

   副委員長      伊藤 一弘 (ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事) 

   委 員      寺島 英弥  (河北新報社 編集局編集委員) 

照沼かほる (福島大学 行政政策学類教授) 

長谷川 登 (東北電力株式会社 常務取締役) 

畑中みゆき (ＮＰＯ法人 High-Five 理事長) 

藤沢 清美 ((一社)岩手県芸術文化協会理事) 

藤村 ゆき (こまめ小町コーポレーション 代表) 

山田 理恵 (東北電子産業株式会社 代表取締役社長) 

 

(主な発言) 

 

＜「どんとこい！人口減少 ～おらほの村は何守る？～」 

(総合 １２月２日(金))について＞ 

 

○ 岩手県一関市の小梨地区出身の藤原悠紀ディレクターが、ふるさとの人口減少を考

えるユニークな番組だったが、全体にストーリー性があって分かりやすく、また将来

に希望を持たせる終わり方だったので気持ちよく見られた。地区のリーダーや同級生

が集まって専門家のアドバイスを受け、他地域の事例を踏まえながら地域の未来を議

論していたが、その過程もうまくまとめられていた。 

  アドバイスの中では、地元にいなくても車で１時間以内に住んでいる方へアプロー

チすることと、「市民」を「支民」と読み替えた２点が特に印象的だった。また、公

民館で働く千葉秀一さんが３０年間続けている「ＰＡＬＰＡＬ交流」の取り組みは、

都会の悪い所も見せることで、ふるさとを見つめ直してもらうねらいが、逆説的にも

感じられて興味深かった。 
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  紹介された２つの他地区の事例は、対比が強すぎるようにも思えた。富山県富山市

の大長谷地区で、青年部を組織してうまくいっている例は、全国各地で参考にできる。

一方、秋田県湯沢市の雨沼・外浦集落で、限界集落から廃村になった例は、最後に残っ

た４つの世帯が同じ場所に移転しており、驚いた。 

最後に、藤原ディレクターが青年の会の会長に指名された時のあぜんとした表情が

象徴的だった。仕事が忙しい一方、「心のどこかで感じていたふるさとへの後ろめたさ

が少し軽くなってすがすがしかった」という言葉を信じて、これから頑張っていく彼

を応援したい。 

   

○ とてもおもしろい番組だった。集落の現状を伝える世帯数などの情報を切なく思い

ながら見ていたが、藤原ディレクターの語り口には和ませられた。現実を受け止めて

から本編に入っていく構成もうまく、当事者を中心に据えたことで等身大の雰囲気が

出ておりよかった。番組によっては字幕が多すぎて読むのが大変なケースもあるが、

この番組では量も抑えられており、好感が持てた。 

  子どもには夢をかなえてほしいものの、そばにいてほしいとする親世代のジレンマ

は、どちらを優先することも難しく、多くの方々の共感を呼ぶに違いない。「集落ド

クター」とも呼ばれる熊本大学名誉教授の徳野貞雄さんのコメントは、タイミングも

適切で、特に、「市民」を「志民・死民・支民」と分類していた部分が心に残った。「企

業は社会貢献して地域に人材を張りつけよ」というメッセージについては、より掘り

下げた説明があれば、企業が取り組むべき目安を分かりやすく示せたのではないか。 

  各地の事例として、人口は減っているものの青年部が機能しているよい例と、残念

ながら消滅してしまった集落の例が挙げられていたが、番組の舞台となった小梨地区

の深刻さがどのような位置にあるのか示してほしかった。 

自治体の三浦邦弘さんが、はじめは紹介された事例に「現実味がない」と反応して

いたが、最後には「頑張ろうかな」と話しており、進行の巧みさが感じられた。 

この番組は若者にこそ見てほしい。再放送希望が寄せられていると聞くが、地元に

残っている若者だけでなく、地元にいない若者にも見てほしいので、広い範囲での再

放送を期待したい。 

  

○ 今回のテーマは、東北出身者であれば、ふるさとに残った人も離れた人も共感でき

るもので、さまざまな気持ちのつなげ方ができる番組だった。取材者と当事者、双方

の立場からの報道は、震災報道では多く見られたが、過疎の問題に対しては目新し

かった。こうした地域の宿命的な問題を掘り下げると、当事者であるほど、心の中を

まっすぐのぞくことになり、つらくなるものだが、藤原ディレクターのほのぼのとし

たキャラクターにより、見ている側もふるさとに里帰りしているような気持ちになり、

懐かしい人の縁が紡ぎ直されていくプロセスがよく伝わってきた。 
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  徳野さんが提唱した広域共同生活圏、セーフティー生活圏の概念は初めて聞くもの

で、東北に暮らす多くの人が、自分もその中に含まれていることに気付かされたろう

し、ふるさとを離れて暮らす後ろめたさも和らいだと思う。 

  過疎化がさらに進み衰退していく地域とどのように付き合っていくべきか、そうし

た問題に対する知恵の宝庫のような番組だった。過去に放送されたこのシリーズの番

組は、過疎問題の報道との差異が見えづらかったが、今回は、離れた人も残った人も

気持ちが楽になり、ふるさとをあきらめない気持ちになれる点で、シリーズの意図が

よく分かった。東北に合ったいい番組だった。 

 

○ 人口減少がテーマと聞いて、重い雰囲気の番組を想像していたが、藤原ディレクター

の語り口調と、人をひきつけるどこか憎めないキャラクターにより、見やすい番組に

なっていた。彼のなまり方について、どこか都会じみたようにも聞こえたが、個性的

で聞きやすかった。彼を地区の皆が応援していることがよく伝わってきた。 

  親友の佐藤匠さんは、はじめ「地元にはどうせ帰ってこないんでしょ」と冷たく話

し、壁を感じさせたが、最後には応援する側に変わり、顔の表情も変わっていた点が

特に印象的だった。 

  広域共同生活圏、セーフティー生活圏の考え方を初めて聞いたが新鮮だった。離れ

て暮らす人の心の痛みを和らげてくれるいい言葉だ。距離ではなく心の近さが大切な

のだと再認識した。 

  徳野さんは素朴で話しやすく、また話の切り替えやリードの仕方もうまく、さすが

だと感じた。藤原ディレクターを最後にリーダーに指名することは事前に考えていた

のだろうか。 

  青年会はどこにでもある組織だが、メンバー集めや、継続していくことが難しい。

その難しさを乗り越えていく実例がうまく示されていた。藤原ディレクターが、他の

世代にどのように働きかけ、会を運営していくのかを追って見ていきたい。 

  番組の最後で、藤原ディレクターが、「聞きようによってはきれいごとしか話してい

ない」と発言していたことが印象に残った。今回触れられなかった問題も含め、個性

的な地域の人々が、どのように問題に立ち向かっていくのか、引き続き見てみたい。 

 

○ 全体的にとてもおもしろい番組だった。徳野さんは、ポイントをよく捉えて的確に

アドバイスしていた。 

  若者は親世代のことを考えており、地元を離れたとしても隣町や県外、東北地方に

暮らしている方が多いという結果は意外で、目からうろこが落ちた。そうした彼らの

思いを形にしていくためのきっかけが必要で、番組がその役割を果たしたのではない

か。広域共同生活圏の概念はとても重要で、地元から１～２時間以内に住んでいれば、

市町村の境界にとらわれず、地元に住んでいることになるとする考え方に共感した。
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国全体が少子化社会に向かっていく中で、こうした考え方を共有していくことが大切

だ。番組を見て、地域の活動に取り組みたいと思った若者もいるだろうが、時間と移

動費用がその課題だ。飛躍するかもしれないが、国としてそうした若者への支援が

あってもいいし、番組でも問題提起してほしかった。 

  番組を最終的にどこに着地させようとしていたのかについてお尋ねしたい。藤原

ディレクターが青年会長に指名されるシナリオはあらかじめ想定されたものだった

のかという点と、ＮＨＫの業務との兼ね合いや企業としての支援をどのように考えて

いたのかという点だ。 

 

○ いい意味でＮＨＫらしくない、見やすく楽しい番組だった。藤原ディレクターのナ

レーションのなまりがどこかわざとらしく聞こえた。場面の雰囲気に合わせた選曲は

よく工夫されていた。 

  冒頭で、藤原ディレクターが「あんたたちが帰ってこないから悪い」と三浦扶美江

さんに叱り飛ばされた部分や、同級生の佐藤さんが「地元に帰ってこないんでしょ」

と話していた部分は地元の本音が感じられてよかった。 

  広域共同生活圏とセーフティー生活圏についての考え方が目新しく、地域の人が

ディスカッション形式で問題に向き合う姿が印象深かった。一方で、藤原ディレク

ターの「きれいごとしか話していない」という発言も理解できる。 

  東北地方は多くの地区で過疎化の問題を抱えており、小梨地区の深刻さを客観的に

示し、他の地域と比較できるようにしてほしかった。また、地図の表示も短くて分か

りにくかったように思える。また、番組内で「よろず屋」という言葉が使われたが、

最近めったに聞くことがなくなったので、意味の説明が必要だったのではないか。 

 

○ タイトルだけを見ると、人口減少問題の抜本的な対策がテーマなのかとも思ったが、

最後まで見ることで、人口減少に立ち向かう地域コミュニティーのあり方を考える番

組なのだと分かった。日本ではこうした事例はこれからますます増えてくるだろうし、

どこにでも起こりうるケースだ。全体としては、徳野さんが着地点を考えながら議論

をリードしている印象を受けたが、うまく作られすぎているようにも思えた。また、

番組の長さが１時間１３分だったことは少し長く感じられた。議論を集約して字幕で

紹介するなどして、密度を高めてもよかったのではないか。 

  住民へのアンケートでは、子どもと一緒に暮らしたい、せめて近所に住んでほしい

と答えた方が４３％だった一方で、小梨から出ていくことも当然だと答えた方も６

５％と、一見矛盾するような結果が出ていた。こうした意識の背景には、住んでもら

いたいが住めるところではないと住民が感じる現状があるのではないか。番組では

コンビニエンスストアが閉店した点について伝えられていたが、病院や買い物など、

その他の暮らしやすさの実例には触れられていなかった。その地域を知らない人にも
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分かりやすく紹介してほしかった。 

  人のつながりが大事で、地域に残された人が幸せを感じられる地域づくりと、出て

行った人も地域に貢献している満足感を得られるコミュニティーづくりが大切だと

番組は結論付けていたと理解している。しっかりまとめることで、より理解を深めら

れたように思う。望ましい地域コミュニティーはどうあるべきか引き続き考えていっ

てほしい。 

 

○ インタビュアーを立てないことで、とてもおもしろく構成されており、藤原ディレ

クターの、作り手でありながら集落の仲間でもある立ち位置を通して、彼の生い立ち

から見た故郷の変化をうまく引き出していた。彼の両親が、家に戻ってほしいけれど

も、生き方を応援したいと話していたことは、まさに親のジレンマであり、深く考え

させられる。また、彼が小学校の卒業文集にＮＨＫに就職したいと書いていたことも

含め、作り手の事情や個性が番組に表れていたように思えて新鮮だった。 

  番組では、過疎問題に対する新たな切り口、分かりやすいヒントが示された。地域

おこしに関しては、ともすればクラウドファウンディングのような「空中戦」とも呼

ぶべき手法が注目されがちだ。今回の番組で示された、近くに住んでいる若者たちが

地域を支える広域共同生活圏やセーフティー生活圏といった考え方に基づけば、地に

足の着いた議論ができるのではないか。人口減少が避けられない課題である中、こう

した考え方が広く理解されることで、地域の再生に向けた大きな力になるとともに、

地域を離れた人の後ろめたさを和らげる効果も期待したい。 

 

○ おもしろい企画で、とてもいい番組だった。現役のディレクターが主人公に据えら

れたが、この企画の発想は本人から出たものなのか、周囲の薦めによるものだったの

かを伺いたい。 

  冒頭で、三浦さんが藤原ディレクターを「あんたが帰ってこないのが悪い」と切り

捨てたが、インパクトある入り方だった。徳野さんのアドバイスも適切で、大長谷地

区の青年会の取り組みや、湯沢市の集団移転という２つの具体的な事例も参考になっ

た。 

  亡くなった方の旅立ちの装束を地域の方が一針ずつ縫い上げる習慣が当たり前であ

ることや、「思い出話をするだけではなく、具体的にこうしたら小梨がよくなるとい

う話ができて期待が持てる」といった、頼もしい言葉をかけてくれる同級生の存在は、

都会や他の地区にはない特長だと感じた。クラウドファウンディングといった手法に

はどこか危うさを感じており、デジタルではないアナログの親しみやすさとでも呼ぶ

べきものや、若者が、現状に苦しむふるさとを見捨てない温かい心を持っていること

は、東北のすばらしさの一つなのだと思う。 

 



6 

 (ＮＨＫ側) 

藤原ディレクターを主人公に立てた経緯だが、企画段階では企図してお

らず、番組担当者たちが集まって議論していく中で決まっていった。小梨

地区出身の彼にとっては、先進事例を紹介されても、どこでもできること

ではなく、地元でそれができるとは思えなかったと聞く。リアリティーが

感じられる番組を作ろうということになり、自分の地元を取り上げること

にしたものだ。 

彼が青年会の会長に指名された成り行きは、事前のシナリオには全くな

かった。個性的な発言を期待して起用した徳野さんが、収録前に藤原ディ

レクターと打ち合わせをする中で、何か感じるものがあったのではないか。 

企業も地域のために社会貢献しなくてはならないという重要な提言が

あった。この番組は、地元の方の視点から作ってきたが、その提言は社会

に訴えるメッセージが強く出せる部分だったので、もっと強調して伝えら

れたのではないかと反省している。ＮＨＫはもちろん、他の企業も含め社

会全体が変わっていかなくてはならないと考える。余談だが、藤原ディレ

クターは収録の後、ＳＮＳを活用し、若者をつなげる活動に取り組んでい

ると聞く。そうした活動が続くことを祈りたい。 

今回は地元に密着したが、たとえば行政や自治体の対応を問う切り口も

ある。そうした視点も入れながら、人口減少をテーマにした番組を今後も

続けていきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １１月２６日(土)のみちたん５ｍｉｎ～大好き東北～「みちのくディープグルメ 

男の執念が生んだセクシースイーツ」（総合・東北ブロック 前10:48～10:53）は、売

り上げが減少した電器店の店主が、おまけとして開発した「おっぱいプリン」誕生ま

での道筋が「プロジェクトＸ」のように構成されており、楽しめた。ただ、それが売

り上げの増加に結びついたかは疑問だ。 

 

○ １２月９日(金)のクローズアップ東北「震災 それからの“家族”～結婚 亡き人

への思いを胸に～」にはショックを受けた。震災から５年以上たち、仙台の結婚相談

所に被災された方からの相談が増えていると紹介されたが、これまで伴侶を亡くされ

た方の再婚については民放も含めてある意味タブー視されてきた印象があり、番組で

オープンに取り上げたことで、多くの視聴者が考えさせられたのではないか。 

石巻で被災して奥様を亡くされた男性が、子どもを持つ離婚歴のある女性と同せい

生活を始めた例では、男性はためらい、女性は亡き奥様が自分を許してくれるのかと
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いう不安をそれぞれ抱えつつも、それを乗り越えて分かち合う日常を送り始めたとい

うことで安心した。 

  大船渡で電器店を営む男性は、両親と奥様と子どもの４人を亡くされたのち、内陸

の女性と再婚し子どもを授かったが、新居を建てる際に、仏壇を一番日当たりのいい

場所に作ると話しており、家族への思いが強く伝わってきた。相手の女性も、被災し

た男性と再婚することに不安を覚えながらも、母親の後押しもあって決心したとのこ

とで、ぜひ幸せになってほしい。 

  石巻の女性は、両親と祖父母４人を亡くし、その悲しみに耐えられなかった気持ち

が収まり、結婚式を挙げるとのことで、亡くなられた両親もきっと安心しているので

はないかと感じた。 

 

○ １２月９日(金)の「クローズアップ東北」は、これまで大切な人を亡くした方々の

悲しみを伝える番組、あるいはその気持ちに寄り添っていこうとする番組が多い中、

こうした視点もあるのかと気付かされた。いつまでも終わりが来ないつらさの中、３

年や５年といった区切りはある意味必要で、新たな一歩を踏み出すきっかけが大事な

のかもしれない。福島には死別ではないが、家族がばらばらになるケースも多く、そ

のことにも思いをはせながら見た。つらい思いをしている方々がこれを見たことで、

一歩を踏み出すきっかけになるといい。 

 

○ １２月１０日(土)のみちたん～ああ！すばらしきセカイ～「ええ感じで ９回目」

(総合・東北ブロック 前10:05～10:30)を見た。青森県鶴田町の「ツル多はげます会」

は、はげ頭に吸盤を貼り付けて２人で引っ張り合う姿が痛々しかった。青森県つがる

市の高山稲荷神社は、地元の方々が寄進して201基まで増えた鳥居にも驚いたが、各

地でまつることができなくなって運び込まれたキツネやほこらが数多く設置されてお

り、これも重要な役割だと感心した。宮城県松島町の伊達政宗歴史館は、リアルなろ

う人形がすばらしく、骨格から再現した政宗の顔や声にうならされた。山形県の置賜

地方で愛されている菓子パンは、ほのぼのと紹介されており、食べてみたくなった。 

 

○ １２月１０日(土)の「みちたん～ああ！すばらしきセカイ～」で取り上げられた菓

子パンを、先ほど視聴番組で取り上げた「どんとこい！人口減少」の視点で見ると、

地域の世代をつないできた、守るべき大切なものだと感じた。ある番組が新しい視点

を提示した例であり、そういった番組をこれからも期待したい。 

 

○ 「みちたん～ああ！すばらしきセカイ～」は、番組で見た場所に実際に行きたくな

る点がよい。特に身近な所には、足を運んでみたくなるので、今後もすてきなスポッ

トを取り上げてほしい。自分の身の周りにも、変わった飲食店や不思議な風景など、
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番組で紹介してもらいたいスポットがいくつもある。 

 

○ １０月２９日(土)のＮＨＫスペシャル「あなたもなれる“健康長寿” 徹底解明 １

００歳の世界」(総合 後9:00～9:59)は、自分の生き方を変えなければならないと思え

る番組だった。世界全体の100歳以上の健康長寿者「センテナリアン」のうち１割以

上が日本にいることを踏まえ、長寿社会を迎えるにあたっては、欲求を満たすだけの

満足ではなく、社会に貢献する生きがいを通じた満足を生み出す必要性がよく分かり、

参考になった。 

 

○ １１月１８日(金)の歴史秘話ヒストリア「戦国一のワル？ 山形・最上兄妹の素顔」

は、最上義光とその妹の義姫にまつわる新しい史料の発見を通じて、旧来の「悪人」

のイメージにとらわれず、新たな素顔を浮かび上がらせたいい番組だった。地元の大

学教授や郷土史家が出演してコメントしていた点もよかった。 

 

○ １１月２１日(月)のアスリートの魂「田臥勇太 ３６歳の覚悟」は、Ｂリーグを代

表する選手の貴重なエピソードが聞けた。一方、彼は秋田が世界に送り出したイメー

ジが強いが、番組を通じて、地元出身ではなかったことを再認識した。特に、「何回

も能代弁で叱られ、何回も英語でも怒鳴られた」と話した部分は、地元では「能代弁」

という言い方が一般的ではないため、疑問が残った。東北では、プロ野球の大谷翔平

選手や卓球の福原愛選手をはじめ、すばらしいアスリートが多く生まれ育っており、

東京オリンピック・パラリンピックに向けて、そうした選手を紹介・応援する番組が

多く作られることを期待している。 

 

○ １１月２２日(火)に出された津波警報を伝えるニュースで、切迫感を伝える呼びか

けやテロップを用いたことについて、周囲でも評価が分かれている。あれくらい強い

調子でなければ危険が伝わらないとする人もいれば、怖くてチャンネルを変えたとい

う人もいる。また、ずっと同じ場所を映していて動きが少なく、まるで止まっている

ように見えたという意見もあった。 

 

○ １１月２３日(水)のふるさとの希望を旅する「“無縁”から“創縁（そうえん）”へ 

都市の地域づくり」(総合 前10:05～10:59) は、無縁社会になりつつある現代に、失

われたふるさとをどうよみがえらせていくかをテーマにした番組で、今回の視聴番組

にも通じるものがあった。大阪で8000人のボランティアを組織し、ゴミ屋敷を解決し

た例や、東京の団地で団地葬やサークルを開催して孤独死を防いでいる例では、近所

つきあいの息苦しさもあるかもしれないが、皆が楽しんで参加することでそれを乗り

越えており、各地で参考にできるヒントがあった。２０１５年７月３日(金)のクロー
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ズアップ東北「終（つい）の住みかは得たけれど～多様化する被災者の孤立～」では、

被災地に孤立・無縁社会が生まれつつある現実が示されたが、新たな縁を作る、新し

いふるさとを作るといった視点から、そうした被災地の問題を捉え直してみてはどう

か。 

 

○ １１月２４日(木)の「第１回明石家紅白！」(総合 後7:30～8:43)を楽しく見た。「第

１回」のタイトルは２回目以降を予感させるが、今のところ放送予定はないとのこと

なので、残念な思いがする。 

 

○ １１月２４日(木)の中井精也のてつたび！「福島 会津鉄道線」は、時期的にも紅

葉を満喫できた。寄せられた投稿写真をもとに、自分なりの写真を撮り重ねる中井さん

を通じて、鉄道の旅や会津の風景に強い満足感を覚えた。 

 

○ １１月２４日(木)のクローズアップ現代＋「恋人いらないってホント？ 出現！“い

きなり結婚族”」は衝撃的な内容だった。若い人の中で、恋愛は面倒なもので、リス

クだと考えている考え方が広まっていることには驚いたし、日本の将来に危惧すら覚

えた。背景には、ＳＮＳによる監視、社会環境、貧困の問題があるとされていたが、

深刻な問題なので、引き続き掘り下げて伝えてほしいテーマだ。 

 

○ １１月２７日(日)の「ＮＨＫのど自慢」は、秋田県大仙市からの放送だった。この

回に限らず、出場者は開催市以外から選ばれた方も一定数おり、地元密着のメッセー

ジをどのように出していってもらうかは悩ましい問題だと感じている。 

 

○ １１月２７日(日)のＮＨＫスペシャル「追跡 パナマ文書 衝撃の“日本人７００

人”」はおもしろかったし、スリラー映画のような怖さも感じた。パナマ文書の膨大

な記録を分析し、一般の市民がパスポートなどの個人情報を売買される闇ビジネスに

巻き込まれている恐ろしい実態を暴き出していた。国際取材チームの成果が発揮され

ており、続報にも期待したい。 

 

○ １１月２８日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「１０代ＶＳ．プロフェッショ

ナル 弟子入りＳＰ」(総合 後7:30～8:43)は、３部構成のうち、天ぷら職人と清掃の

プロの部分は「弟子入り」という表現が適切だったが、編集者とクリエーターの卵の

部分はその表現がなじまないように思えた。編集者の佐渡島庸平さんの所には、はじ

めクリエーター志望の１０代が４人来て、厳しい言葉をかけられていたが、その後展

開の中心になったのは漫画家を目指す１人だけで、ほかの３人はいつの間にかいなく

なっており、違和感を覚えた。 
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○ １２月１日(木)に再放送された英雄たちの選択「大津波から村を守れ！～三陸海岸

の村長の決断～」は、東日本大震災で犠牲者を出さず、居住区の家も失わなかった岩

手県普代村で、元村長の和村幸得さんが心血をそそぎ取り組んできた防災対策が取り

上げられた。彼自身が昭和８年の昭和三陸地震の経験から、命や財産を奪う津波から

村を守りたいと決心し、防潮堤や水門の高さにこだわり、反対者に対しては土地の強

制執行をしてまでも成し遂げた。「最後には理解してもらえる」と話して役場を去っ

たそうだが、まさに後世に役立つ決断だった。司会の磯田道史さんの解説も明快でよ

かった。 

 

○ １２月３日(土)の目撃！日本列島「心の声に従え～平尾誠二 自由を求めた生涯～」

では、惜しまれつつも１０月に亡くなったラグビーの平尾誠二さんが、「スポーツは

自分の中から出てくる欲求によって行うべきで、心の声に従って生きる」というメッ

セージに感動した。最後の講演の中で、怒りや喜びを日常的に表現することで、人の

心が揺さぶられて行動に変わること、そうでもしないと現実は変わらないとした発言

が特に印象的だった。 

 

○ １２月３日(土)に最終回を迎えた土曜ドラマ「スニッファー嗅覚捜査官」(総合 後

10:00～10:54)は、匂いを頼りに事件を解決するユニークな設定と、スタイリッシュな

演出で楽しめた。一方で、主人公がいつも鼻に栓をしていることや、耳鼻科が不必要

なほど広いこと、そこに看護師がいないことなど、疑問を感じる部分もあった。最終

回は、大物が急に出てきたり、脇役の刑事が急に活躍したりするなど、ストーリー展

開がばたばたしていたことが不思議に感じられ、途中で放送回数が１回減ったのでは

ないかと邪推してしまうほどだった。 

 

○ １２月４日(日)のＮＨＫスペシャル「戦艦武蔵の最期～映像解析 知られざる“真

実”～」では、映像解析技術のすばらしさに感動した。当時の日本の最高技術を結集

し“不沈艦”とまで呼ばれた武蔵が、なぜばらばらになって沈んだのか、映像や資料

から解き明かすプロセスにうならされた。上からの攻撃には強く設計されていたもの

の、横からの魚雷攻撃には弱かったとする結論だったが、その悲劇を重く受け止める

とともに、それを映像にする技術力に驚嘆した。 

 

○ １２月６日(火)の先人たちの底力 知恵泉（ちえいず）「ゼロ戦開発の光と影～世界

に通用する技術を生むには～」と、１２月１３日(火)の「宇宙開発の父・糸川英夫～

夢を与える技術を生むには～」は、テーマのスケール感が大きすぎて、「知恵泉」の

番組になじんでいなかった。戦国大名のアイデアや小規模な技術開発、ベンチャー企
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業といったテーマであれば番組にふさわしいと思えるが、２つのテーマをこの番組の

フォーマットで扱うことには無理があったように思える。 

  ゼロ戦に関しては、スピードと航続距離と運動能力の相反する３つの要素それぞれ

に最高の品質が、中島飛行機と三菱重工に求められたが、中島飛行機は途中で抜け、

三菱重工の設計担当である堀越二郎が中心になってやり遂げたものだ。彼が取り組ん

だのは技術開発そのもので、アイデアや知恵というレベルで語られるべきものではな

い。課題に対して優先順位を付け、少しずつ改良を重ねていったことを、ブランドや

栄光にしがみついた「迷走した改善」と表現していたが、当時の日本には余裕もなく、

その表現で全てを言い尽くしたとは思えない。 

 

○ １２月８日(木)のザ・プロファイラー～夢と野望の人生～「“陸軍の異端児”の策謀

と誤算～石原莞爾～」は、満州事変の首謀者とも言われている石原莞爾を取り上げて

いたが、掘り下げが足りなかった。石原が作った下克上の風土が、陸軍幹部の独断を

招き、その後の日中戦争や太平洋戦争につながったとするエピソードが紹介されてい

たが、彼自身が「異端児」であり、評価も多様なので、もっと多様な見方を示してほ

しかった。たとえば、複数の専門家がスタジオ出演する「英雄たちの選択」でこのテー

マを扱ったら、より多くの見方が示され、おもしろかったのではないかとも思う。 

 

○ １２月８日(木)ＳＯＮＧＳ「ＧＲｅｅｅｅＮ～僕たちの“キセキ”」は、顔と本名を

明かさずに活動している４人をどのように取り上げるか期待して見た。３Ｄのかわい

らしい姿で登場し、ライブやファンとの交流をどのように行っているのかについても

丁寧に紹介されており、とてもよかった。 

 

○ 夏目漱石の没後100年に合わせて放送された、１２月９日(金)のシリーズ 深読み読

書会「夏目漱石“三四郎”～108年目のプロポーズ～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後10:00～10:59)

や、あてなよる「夏目漱石に捧（ささ）ぐ第二夜 漬物で呑（の）む」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後

11:15～11:44)を楽しく見た。「あてなよる」はたいへん粋な番組宣伝になっていた。

１２月１０日(土)のスーパープレミアム「漱石悶々（もんもん） 夏目漱石最後の恋

(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後7:30～8:59)は、漱石役の豊川悦司さんがい

い雰囲気を醸し出しており、女将の宮沢りえさんもすてきだった。知識人ゆえに恋愛

に思いをはせる漱石の姿や心の動き、かなわぬ恋が描き出されており、遊び心に満ち

た大人向けのエンターテインメント番組だった。最近こうした番組が少しずつ増えて

いるようで、うれしく思う。 

 

○ １２月１０日(土)のブラタモリ「＃５６ 平泉」は、最新の学術的成果が実証的に

盛り込まれつつも、学術番組に終わらせず、エンターテインメント番組として視聴者
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に町歩きを追体験させてくれ、この番組ならではの見事な手法にうならされた。東北

の先人たちが、血塗られた侵略の歴史を平和への希求に変えていこうとした思想を知

る上でもいい番組だった。番組には、東北の各地をもっと取り上げてもらいたい。 

 

○ １２月１０日(土)のＮＨＫスペシャル「ボブ・ディラン ノーベル賞詩人 魔法の

言葉」や、１２月１１日(日)の「ＢＯＢ ＤＹＬＡＮ Ｍａｓｔｅｒ Ｏｆ Ｃｈａ

ｎｇｅ」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後11:50～前1:35)など、ノーベル賞授賞式にタイミングを合わ

せた番組が放送されたが、彼の実像や詩に込められた真意がよく分かった。彼の受賞

を疑問だとする声もあるが、番組を見たことで納得できた視聴者も多いのではないか。

中でも異色だったのは、１２月１１日(日)の笑う洋楽展「ノーベル文学賞作品」で、

よくあるボブ・ディラン特集ではなく、カバー曲特集で、本人の映像が全く出てくる

ことなく、番組の最後で特集番組を告知し、「本人の映像がたっぷり見れます」とコ

メントしていたことに驚いた。 

 

○ １２月１０日(土)の「ＮＨＫスペシャル」では、ボブ・ディラン本人の取材は残念

ながらかなわなかったものの、新たな資料の入手につながり、彼の素顔に迫ったいい

番組だった。 

 

○ １２月１１日(日)のＮＨＫスペシャル「自閉症の君が教えてくれたこと」には感動

した。重い自閉症を抱えながら、エッセイや小説を書いている東田直樹さんの活動に

も驚いたし、がんを患いハンディキャップを負いながらもこのドキュメンタリーを

作ったディレクターの丸山拓也さんにも頭が下がる思いだ。東田さんの今後の活動に

も注目していきたい。 

 

○ １２月１２日(月)から４夜連続で放送しているＮＨＫスペシャル「ドラマ 東京裁

判」(総合 １２日(月)後10:25～11:25、１３日(火)～１５日(木)後10:25～11:20)は、Ｎ

ＨＫならではの重厚感にあふれている。再現ドラマのシーンが当時の映像に溶け込ん

でおり、違和感を覚えさせなかった点には驚いた。１１人の判事の心の葛藤や裁判の

裏側を描き出すことで、人は戦争を裁けるのかという重い主題を突きつけていた。 

 

○ １２月１５日(木)の「あさイチ」に、三谷幸喜さんがゲスト出演していた。有働由

美子アナウンサーに合わせたナレーションを考えたエピソードや、お気に入りのナ

レーションベスト３の紹介は興味深く、もう一度見返してみたいと思わされたし、

「真田丸」最終回に向けたうまい盛り上げ方だった。一方、金曜日の「プレミアムトー

ク」への出演はなく、もったいないように感じた。 

 



13 

○ 今年の大河ドラマは本当におもしろかった。特に、１１月６日(日)の「築城」で、

メインテーマを最後に配したのは感動的だった。また、１１月２５日(金)の「あさイ

チ」で、バイオリンの三浦文彰さんとピアノの辻井伸行さんが「真田丸」と「真田丸

紀行」の生演奏を披露しており、録画して何回も見ている。オーケストラとの共演な

どにも期待したい。 

 

○ 「真田丸」が始まった当初は、１９８５年に放送された「真田太平記」を超えられ

ないのではないかと考えていたが、そのようなことはなく、すばらしい作品になった。

とりわけ、９月４日(日)の「犬伏」で、一族の別れが描かれた辺りから、がぜんおも

しろくなった。歴史を踏まえつつも、登場人物が何によって突き動かされたか、どう

決断したか、どう行動していくかを、糸を紡ぐように作り上げられた物語だった。毎

回、意表を突く終わり方でありながら、納得することもできる。「あまちゃん」の宮

藤官九郎もそうだが、優れた作家は、連続テレビ小説や大河ドラマといった伝統的な

ドラマの枠組みを壊したり超えたりできるのだと感じた。これからも、大胆な作家の

起用を続けてほしい。 

 

○ プレミアムよるドラマ「プリンセスメゾン」は、感動的、劇的な雰囲気はないが、

淡々と進んでいくストーリーがなかなかおもしろい。都会でひとり暮らしをしながら

マンション購入を目指す若い女性の姿を、ほのぼのとしながらも少し陰を交えて、う

まく描き出している。 

 

○ 連続テレビ小説「べっぴんさん」は、暗くテンポが遅い印象がある。そうした演出

手法もあるとは思うが、もっとテンポある展開を期待したい。また、「あさが来た」

や「とと姉ちゃん」では、女性がバリバリ働き、苦労する姿が現実的に見えたが、「べっ

ぴんさん」では主人公がビジネスに取り組んでいるのかが見えにくいように思える。

脚本に具体的な場面を盛り込んでみてはどうか。 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８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、１７日(木)、ＮＨＫ仙台放送局におい

て、８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、視聴番組のクローズアップ東北「若者がホンネを話すために～東

北で考える 新たな自殺対策～」を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を

行った。 

最後に、１２月の番組編成の説明、放送番組モニター報告と視聴者意向報告が行わ

れ、会議を終了した。 

 

(出 席 委 員 ) 

   委 員 長      小林 好雄 ((株)出羽庄内地域デザイン 代表取締役) 

   副委員長      伊藤 一弘 (ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事) 

   委 員      津田 政克 ((株)七十七銀行 常務取締役人事部長) 

照沼かほる (福島大学 行政政策学類教授) 

寺島 英弥 (河北新報社 編集局編集委員) 

畑中みゆき (ＮＰＯ法人 High-Five 理事長) 

藤沢 清美 ((一社)岩手県芸術文化協会理事) 

藤村 ゆき (こまめ小町コーポレーション 代表) 

 

(主な発言) 

 

＜クローズアップ東北「若者がホンネを話すために～東北で考える 新たな自殺対策～」 

 (総合 １０月２１日(金))について＞ 

 

○ いじめや過労死など、自殺が社会で問題になっている今だからこそ、この番組を放

送した意義がある。若者たちが悩みごとを誰にも相談できずに命を絶ってしまう社会

の現状には心が痛む。問題を提示したうえでその解決策を示し、次に社会のニーズを

紹介し、最後にまとめる全体の構成がよかった。 

  秋田大学の佐々木久長准教授が出演されていたことや、秋田放送局が制作していた

ことから、番組の冒頭で「今回は秋田からお送りしています」という紹介があったほ

うが良かった。また、相談スキルを学ぶ授業を行うＮＰＯの取り組みにも触れられて

いたが、それがどういったＮＰＯなのか詳しく紹介してほしかった。佐々木准教授か

らは、最後に「ゲートキーパー」というキーワードが示されたが、もう少し分かりや

すい言葉で解説してほしかった。 
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  相談スキルを学校で学ぶ必要性が示されていたが、学校の前に家族や家庭内のコ

ミュニケーションがまず大事なのではないだろうか。 

  

○ 死を考える若者たちは本音を話すことなく自殺に追い込まれていると紹介されたが、

それは若者全般にも言えることかもしれない。若者たちが本音で話してくれる関係を

自分は作れているのか改めて考えさせられた。 

  親が子どもに「きっとこの苦難を乗り越えてくれるだろう」と期待したことが自殺

という結果につながったことについては、親だけでなく、職場の上司にも同じことが

言える。若者の目線に立って話をしっかり聞かなければならない。心の病を未然に防

止するために、職場のメンタルヘルスケアでは、本人が対処するセルフケアと、管理

職などが気付いて対処するラインケアが必要だとされているが、今回の番組の中で、

恋人が異変に気づき心療内科に連れていき、落ち着いたというエピソードは、まさに

ラインケアで、その大切さを痛感した。 

  若者が悩んだとき、困ったとき、それを誰かに本音で話すことの重要さが伝えられ

たが、インターネットや携帯電話といったコミュニケーションツールが発達している

現代は、便利であるがゆえに、自分の意見を人にしっかり伝えることを苦手にさせて

いるのかもしれない。 

  悩んでいる若者とそれを救おうとしている若者の双方を支援していく必要性が紹介

されていたが、まさに同感で、若者たちを社会全体で救っていくこと、そしてその対

策に手厚く取り組んでいかなければならない。 

  

○ 過労死の裁判やいじめによる自死などの問題が特に気になっている時期だったので、

気持ちを引き締めて番組を見た。番組はうまくまとまっており、「ハートネットＴＶ」

に似た雰囲気を感じた。 

自殺を本気で考えたことがある若者が３人に１人という数字には衝撃的だったし、

身近な人に相談できない、ＳＯＳを出しても伝わらない、出し方がそもそもわからな

い人がこれだけいるのかと驚いた。息子さんを亡くされた方が、「せっかくの２０代も

あったのにそれを待たずして亡くなるなんてもったいない」と話していたことが忘れ

られない。また、ＳＯＳに恋人が気付き、心療内科を受診したエピソードは本当によ

かった。それらを受けたコメントを見ても、専門家の２人の人選は適切だったように

思う。 

  本音が言えるようになるテクニックを、学校の授業で身に付けてもらおうとする取

り組みには新たな発見があった。人に話すだけでも悩みが緩和されるというのは一般

常識のように思っていたが、そのことを知らない若者がいることに驚いたし、だから

こそ周囲が寄り添っていかなければいけないと思った。一方で、こうした授業は何歳

ごろから受けるのが適切なのか、疑問が残った。 
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  悩みを相談するスマートフォンのアプリは有効だと考えられ、ＮＰＯの代表の方が

「専門家でなくてもできることがある」としていたのが印象的だ。他人である自分た

ちが若者たちの悩みに踏み込むことは、難しいが大切だ。思いやりのある社会になら

なければいけないとするまとめは正しいと思うが、もっと具体的に何をするべきか示

してほしかった。 

  番組の最後で、相談窓口は番組ホームページへと案内していたが、どこかそっけな

く感じられた。もっと見てみたくなる紹介のしかたがあったのではないか。また番組

の構成上、子どもを亡くした親のつらさについては冒頭で触れられたのみで、その苦

しみを支えていくことについて言及がなかったので、まとめの部分で触れてほしかっ

た。 

 

○ 秋田には、脳卒中やクマによる被害、人口減少など、様々な問題があるが、自殺率

の高さも深刻かつ身近な問題だ。 

  番組冒頭では、平野哲史キャスターが視聴者に語りかけるようにコメントしていた

が、重苦しい雰囲気をやわらげる効果があった。その一方、エンディングは簡単なよ

うに感じた。冒頭のようにやんわりと締めてほしかった。 

  ことばに表わす勇気を訓練によって引き出すとあったが、その教育を始める時期や、

教員が専門スキルを新たに身に着ける負担を考えると、番組にあったように、専門家

が学校教育に入っていくのがいいのかもしれない。ＮＰＯの石井綾華さんは若くて話

しやすそうな方で、番組では岩手県北上市での授業の様子が紹介されていた。その一

方、彼女が秋田でどのような活動をされているかが見えなかった点が残念だ。 

 

○ １５歳から３４歳の自殺死亡率が先進７か国で最も高いという統計結果は大変

ショックで、その原因をしっかり受け止めないといけないと思いながら番組を見た。

若者が悩みを打ち明けにくい心境とその方法が分からないこと、親の側にもまさか死

ぬわけがないという思い込みがあることが原因だと示されていたが、まさに同感だ。

自殺で我が子を亡くした親の後悔の念は察するに余りある。原因がはっきりしていれ

ば、有効な対策が立てられるはずだ。まず、大人がもう少し手を差し伸べることが大

切だと考えている。若者が助けを求めるメッセージを発しやすいような社会にしてい

く必要があり、その雰囲気を醸成していくことが必要だ。 

  開発したアプリを活用して若者の悩みに答える取り組みが紹介されたが、すばらし

い試みだと思う。悩みを抱える若者からの声に大学生が同じ目線で答える点も、大人

が答えるとどうしても指示するような言い方になってしまうので、寄り添ったアドバ

イスができるだろう。 

  若者の自殺は日本の大きな問題であり、今後も継続して取り上げてほしいテーマだ。 
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○ 番組では、２０代、３０代で自殺を一度でも考えたことのある人の割合が３４％、

１５歳から３４歳までの自殺死亡率が２０％と紹介されたが、それをショックだと思

うこと自体が、若者との意識にギャップがあることを示しているように思う。 

  家族だけに気付く役割を負わせるのではなく、周りがいち早く気付いてあげること

が大切だ。恋人が気付いたという例が紹介されたが、これは幸運な例で、思いやりが

あったからこそ、前兆を捉えられたのだと思う。 

  命を守る授業は、今まで話せなかった若者たちが思いを共有する場に初めて出会っ

た場所であり、そういった場をいかに作るかも大切だ。番組では授業の内容は編集し

て紹介されていたが、教室での議論を番組に発展させて今後放送してみてはどうかと

感じた。 

  アプリによる相談は、その世代に合わせた入口を用意する点で有効だ。本音をつぶ

やいた時にそれを受け止めてくれる人がたくさんいることが望ましい。 

  今回の番組では、「若者」の定義がはっきりしていなかったように思えるが、助けを

求める子どもがおり、大人に絶望している点では、学校も深刻な課題を抱えていると

考えるので、学校に触れられなかった点は残念だ。また、残された遺族の問題もある。

問題意識を持ち続け、続編をぜひ放送してほしい。 

 

○ 子どもを亡くした親の悲しみと、震災で大切な人々を亡くした悲しみは、十分に話

ができないまま突然別れが訪れた点で共通しているように思える。 

過労自死が１つのテーマだったが、これは少子高齢化の社会では、今後ますます拡

大していく問題だ。若い人たちが社会全体をより少ない人数で背負っていく時代にお

いては、個人の性格よりも職場の環境要因が大きいのではないかと感じている。たと

えば、業種によって自殺の数に差があるのかなど分析したものを見てみたかった。ま

た、少子化に伴って家族や学校の規模も小さくなっていくので、集団のコミュニティー

になじめない世代がどんどん追い込まれていくのではないかと危惧している。たとえ

ば企業が人の心を育てている事例など、その問題に真摯（しんし）に向かっている例

を見つけて紹介してほしい。 

  過労自死だけではなくいじめも深刻な問題だ。亡くなった人の家族だけではなく、

教育を通じて社会全体が悔やむように変えていく必要がある。親に弱みを見せられな

いとか、本当のことを話さないといった意識は昔からあり、時代に即したセーフ

ティーネットを整えていかなくてはならない。その点で、アプリを活用した取り組み

は新鮮で、効果がどのように出るのか興味深い。 

 

○ まず、番組の冒頭、子どもを亡くした母親の映像にインパクトがあった。次に、自

殺死亡率について紹介され、２０．１という数字が先進７か国中で最高だったことに

驚いたが、その数字が１０万人あたりの年間の死者数だという解説がほしかった。さ
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らに、２０代、３０代で本気で自殺を考えた人の割合が示されたが、大きな数字で、

厳しい現実があることを気付かせる効果があった。番組では、自殺者の遺族や、実際

に自殺したいと悩んでいたが恋人の助言で免れた方が実際に出演されており、取材の

苦労がうかがえる。また、ゲスト２名の人選も適切だった。 

  本音を打ち明けることを学ぶ授業は、はじめはここまでしないとだめなのかとも

思ったが、現在の若者の心情も分かり、最後にはこうした取り組みも必要なのだと気

付かされた。 

  現状を知らせる意味で非常にいい番組で、その対応策を紹介していくねらいだった

と思うが、その一方、こうした現状を招いている原因も掘り下げて紹介してほしかっ

た。若者たちが本音を打ち明けられなくなっている背景や、コミュニケーション能力

の不足の問題は、そのままにしておくと、自殺を減らせないのではないかと考える。 

  結びのキャスターのコメントがあっさりしすぎており、物足りなく感じた。また、

セットの椅子とテーブルについては、もう少し見栄えのするもの、話しやすい雰囲気

のものを用意できなかったかと感じた。 

 

 (ＮＨＫ側) 

繊細で難しいテーマだったが、手探りでこの番組を制作した。東北では

若者が生きづらさを抱えて生きているというディレクターの実感が番組を

制作したきっかけだ。 

若者は、自殺対策で取り残された世代と言われている。中高年世代はこ

れまでの対策が効いており確実に自殺者数を減らしているが、その対策が

若者には届かず、どう対策していいのかもわからないというのが、若者の

自殺率が減っていない原因だと専門家たちは分析している。そんな中、民

間団体や専門家がネットワークを構築してきた結果が、援助を求めるト

レーニングを授業に取り入れたり、それでも悩みを打ち明けられない子を

救う受け皿としてインターネットを活用したりといった活動につながって

いる。そうした兆しを番組で紹介した。引き続きその取り組みを追いかけ

るとともに、次に番組を制作する際にはその背景についてもぜひ触れるよ

うにしたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ １０月２８日(金)の「秋田の四季～ＳＨＶカメラが見つめた一年～」(総合 後7:30

～7:59 秋田単)は、流れるような四季の映像に引き込まれた。特に長い冬を過ぎて春

を迎え、桜が開花する瞬間に落ちる水滴を映し出していた場面は、水の一滴に重みが

感じられ、美しかった。過疎や人口減少など、地域の問題点も盛り込まれており、た
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くさんの人に見てもらいたい番組だ。こうした番組は、コマーシャルを挟んで見ると

興ざめしてしまうので、ＮＨＫの良さが出ていた。スーパーハイビジョン試験放送で

もこの番組が放送されたが、自分が見に行ったときは、ほかに観覧している方がいな

かったので、もったいなく感じた。多くの人にもっと知ってほしい。 

 

○ １０月２８日(金)の「秋田の四季～ＳＨＶカメラが見つめた一年～」は、とても感

動的で心に残る映像だった。ＳＨＶカメラで撮影した映像は、自宅のテレビで見ても

違いが感じられた。福井茂アナウンサーの語りはゆったりとした中にも重みがあり、

詩的だった。竿燈や大曲の花火、万灯火の映像は美しいだけでなく、その中に次世代

の若者の姿を捉えていた点もよかった。伏流水を利用したサケの稚魚の養殖と、それ

を放流する子どもたちの姿も印象的で、自分たちも成長してまた戻ってくるという言

葉に頼もしさを覚えた。 

 

○ １０月２８日(金)の「てれまさむね」は、色麻町からの放送で、地元のゆるキャラ

「活平（かっぺい）」が出演していた。ＮＨＫ仙台のキャラクター「やっぺぇ」との共

演がほほえましかった。 

 

○ １１月３日(木)に再放送された「進め！青函連絡船～青森発地域ドラマ」(ＢＳﾌﾟﾚﾐ

ｱﾑ 後3:00～3:59)は、総じて楽しいドラマだったが、地元の劇団の方が書いた脚本は、

舞台らしい大げささもあり、見方によってはやや空回りしている印象を受けた。連絡

船の復活イベントやトレジャーハンターの存在、船の回収費用は誰が負担したのかな

ど、いくつかの設定に無理があるように思えたが、地元では茶目っ気として受け止め

られたのだろうか。良くも悪くも意欲作だった。 

 

○ １１月８日(火)のみちたん５ｍｉｎ～大好き東北～「みちのくディープグルメ 男

の執念が生んだセクシースイーツ」(総合 前10:45～10:50)は、民放の番組のように茶

化して笑いのタネにすることなく、店主の「本気」に付き合ったところが良かった。

さびれていく電器店を盛り上げるための本気の着想と開発を追ったことで、見ている

側も本気で訪れ、それを食べたいと思わされた。番組で笑いにしなかったことは、町

おこしにつながると考えられるし、店主にとっても本望だったのではないか。 

 

○ １１月１１日(金)のみちたん５ｍｉｎ～大好き東北～「路地裏パラダイス みちの

くのシネマパラダイス」(総合 後4:39～4:44)は、秋田県大館市の古い映画館を再生し

ていく物語が興味深かった。手作りのオブジェをはじめとしたアイデアもユニークで、

濃い内容の番組だった。語りの山家美枝子さんの独特でどこかどきどきさせるような

口調にはメリハリがあり、番組の楽しみの一つだ。 
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○ １１月１１日(金)のクローズアップ東北「おらほのリンゴをオリンピックへ」では、

グローバルＧＡＰという国際的安全基準の国際認証取得に向けた高校生の挑戦と、そ

のノウハウを農家に伝えようとする取り組みがすばらしかった。認証の取得は簡単な

ことではなく、番組でも彼らの苦労が取り上げられていたが、農家や生産者は、彼ら

の頑張りを見て背中を押される気持ちになったのではないか。 

 

○ １１月１１日(金)の「クローズアップ東北」は、６次産業化やグローバル化の必要

性が叫ばれつつも、日本ではそれがうまく進んでいない農業において、若者たちが難

しい認証を取得する取り組みは前向きで希望を持てる。また、周りの農家を支援して

いる点も良かった。市場縮小や高齢化が課題として挙げられてはいるが、農業が産業

として魅力的だということを広く紹介していくことが大切だ。また、若い人たちが頑

張っている姿を別な角度からも取り上げてほしい。 

 

○ １１月１１日(金)の「クローズアップ東北」では、高校生が真摯(し)に農業の未来に

立ち向かっている姿勢に心を打たれた。青森放送局の密着取材の成果が出た、内容の

濃い番組だった。五所川原農林高校は、早くから農業の６次化に取り組んでおり、生

産から加工、販売まですべての現場に生徒を立たせる先進的な取り組みを行っている。

番組の最後で、弘前大学の黄孝春教授が述べたコメントは、日本人だけでは気付かな

い視点が多く含まれており、拍手を送りたい気持ちになった。 

 

○ １０月２２日(土)のＥＴＶ特集「事態を侮らず 過度に恐れず～“福島プロジェク

ト”の挑戦～」を見たが、放射線防護学者の安斎育郎さんをはじめとしたチームの危

険かつ地道な取り組みに頭が下がる思いだ。以前から報じられてはいたが、同じ避難

指示区域とされていても、線量の高い地域とそうでない地域があり、原発との距離だ

けでは判断できない汚染状況をより深く理解することができた。チームには安斎さん

をはじめ高齢の方が多く、素手、防護服もないままに地面をはいずり回っている姿に

は敬意を表さずにはいられない。この問題は今後何世代にもわたる長い闘いでもあり、

それに向き合う覚悟が必要だと感じた。 

 

○ １１月６日(日)のＮＨＫスペシャル 廃炉への道２０１６「調査報告 膨らむコス

ト～誰がどう負担していくか～」を驚きながら見た。廃炉作業は長い年月を要するが、

そのための費用が膨れ上がっている点、その７割を国民が負担している点については、

原子力政策のあり方も含め、国民的な課題を突き付けられた思いがする。廃炉作業は

手探りの技術で行っていることや、放射能が半減するまでに２万５千年もかかると言

われている中、最終処分場もまだ決まっていないことは、今後も掘り下げて細かに伝
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え、広く知らしめるべき問題だ。 

 

○ １１月６日(日)の「ＮＨＫスペシャル 廃炉への道２０１６」は、ＮＨＫだからこ

そできる番組だし、継続して追ってもらいたい。今の日本で大変なことが起こってい

ることを再認識したが、こうした問題を若い世代にも広く伝えていくことが大切だ。 

 

○ １１月３日(木)の「ももクロ和楽器レボリューションＺ」(総合 前10:05～10:50)は

楽しい番組だった。2020年の東京オリンピックを控え、和楽器への注目は今後高まっ

ていくと思っている。楽譜もなく、ギターのように楽器に印がついていない和楽器に、

ももいろクローバーＺの面々が挑戦したことで、若者たちの関心を集め、伝統的な楽

器に触れる機会が増えていってほしいと願うし、続けてほしい番組だ。出演者全員が

和服を意識した衣装だったのに対し、司会の方がスーツだった点と、琴や尺八、津軽

三味線のスペシャリストが集まっていたが、演奏者の紹介がなかった点が残念だった。 

 

○ １１月５日(土)のザ・プレミアム「京都人の密（ひそ）かな愉（たの）しみ 月夜

の告白」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後9:00～10:59)は、大人向けの上質なエンターテインメント番

組だった。常盤貴子さん、本上まなみさん、黒谷友香さん、団時朗さんのキャスティン

グもよく、ドラマとドキュメンタリーを組み合わせた構成もユニークで素敵な番組

だった。京都人の暮らしの知恵は日本人の心とも言えると思うが、そのこだわりを伝

えることで、日本人が忘れかけているものを再認識させてくれた。 

京都に関連して、ＢＳプレミアムで秋の京都の紅葉を生中継しながら、文化人を迎

えていろいろな話をする番組が以前にあったが、京都というものを伝える非常にいい

番組だった。またこうした番組を放送してみてはどうか。 

 

○ １１月６日(日)の「真田丸」は、オープニングなしでいきなり本編に入り、最後に

主人公が「この城の名前は真田丸だ」と格好よく言ったところでオープニングが流れ

る演出にうならされた。オープニングが長いとか見飽きたという評判も聞く中で、い

い意味で見事に裏切ってくれた。アニメ番組では、初回はオープニングがなく、エン

ディングで主題歌を流したり、最終回で番組全体を振り返りながら、一番最後に主題

歌を流したりする演出を見るが、「真田丸」もついにやってくれたかという思いだ。

一方で、その演出を使ってしまったので、最終回は一体どうするのだろうとも思った。

「真田丸」のサブタイトルは毎回漢字２文字で、この回は「築城」だったが、本当は

「真田丸」としたかったのではないかとも想像している。脚本や演出に配慮と工夫が

行き届いていると感じる。 

 

○ １１月７日(月)のＴｈｅ Ｃｏｖｅｒｓ「ナオト・インティライミ」では、フォー
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クソングの名曲「２２才の別れ」をアレンジして披露していたが、なかなか味があっ

て楽しめた。昔から知っている曲でも日本にはこんないい歌があると再認識させられ

た。１１月１４日(月)は、シンガーソングライターの高橋優さんが高橋真梨子さんの

「桃色吐息」をカバーしていたが、男性が歌うとこういう歌い方になるのだと新たな

発見があった。リリー・フランキーさんと仲里依紗さんの司会も適切で、毎週楽しみ

にできる番組だ。 

 

○ １１月９日(水)は、アメリカの大統領選が行われ、その関連番組も多く放送された。

手厚く放送したことはよかったし、今後も引き続き注目していきたい。 

 

○ １１月９日(水)のアメリカ大統領選は、結果が出る前から興味が高かった。帰宅し

てテレビに向かったのは午後８時頃だったが、「ガッテン！」を放送しており、これ

だけの大きなニュースの中、特別番組を放送しないのかとまず思った。海外の出来事

ではあるが、この結果は日本のみならず世界に大きな影響を及ぼす。トランプ氏が勝

つことも事前に想定されていた中で、「ＮＨＫニュース７」の後に特別番組があって

もよかった。「ニュースウオッチ９」では、河野憲治キャスターが渡米して状況を伝

えており、その内容はある程度理解できたが、１時間の番組で全てを捉え切って伝え

るのは難しかったように思える。続く「クローズアップ現代＋」では、大逆転の要因

について分析していたが、結果が出た直後ということもあり、出演者のコメントはや

や感情的で、冷静な分析に至っていないように思えた。特にデーブ・スペクターさん

にその印象が強かった。鎌倉千秋キャスターにももっと冷静さがあってよかった。今

さらかもしれないが、国谷裕子キャスターだったらどのように番組をリードしたのか

と思った。「クローズアップ現代＋」は７人のキャスター体制で、幅が広がった反面、

大きな問題に冷静に向き合い、分析をしながら進行する点に課題があるように思える。

「ニュースチェック１１」には慶應大学の中山俊宏教授を迎えていたが、現地を綿密

に取材した彼の発言は、現象とその背景を捉えておりおもしろかった。 

１１月１２日(土)にＮＨＫスペシャル「“トランプ大統領”の衝撃」を放送したこと

はよかった。コメンテーターとして、岡本行夫さんとロバート・キャンベルさんが出

演していたが、この２人のコメントだけでは物足りなく感じた。途中から、９日(水)

の「クローズアップ現代＋」にも出演していた安井明彦さんが加わり、とても冷静に

発言されていた。大越健介キャスターには、全体をまとめようとする意識が見られた

が、これは奥深い問題で、現段階で結論を出すのは早いように思える。現状分析を掘

り下げるほうがよかった。アメリカ大統領選は影響の大きいことなので、今後も十分

な取材と冷静な分析に基づく番組を期待したい。 

 

○ １１月１２日(土)の「登山家 田部井淳子さんをしのんで～100年インタビュースペ
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シャル～」(総合 後4:40～5:28)を見て、故人の意外な一面を知るとともに、改めて惜

しい方を亡くしたと感じた。田部井さんは、病弱で運動が苦手で、初めは東京の環境

になじめなかったが、山をきっかけに新しい自分を発見することができたというエピ

ソードは説得力があったし、意志を持った一歩一歩がエベレストにつながっていると

話していた姿に感動した。 

 

○ １１月１２日(土)のブラタモリ「大坂城・真田丸スペシャル」では、新たに見つかっ

た真田丸の古地図を見ながら現地を訪ね、地図と地形を一致させていく展開は、視聴

者も謎解きに参加しているように感じられ良かった。大河ドラマの「真田丸」でもま

さに大坂冬の陣が描かれており、ちょうどいいタイミングでの放送だった。 

 

○ １１月１２日(土)の「ブラタモリ」を見て、大阪城をはじめ、これまで何気なく通

り過ぎていた大阪の街への関心が高まり、また行ってみたいと思わせられた。今年度

は、京都や伊勢などを訪ねたが、番組で取り上げられた場所は、地域の魅力が高まる

ように感じられる。 

 

○ １１月１２日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「星野佳路×中川政

七」は、二人の対談が刺激的でとてもおもしろかった。特に、星野さんの経営理念や

経営革新に対する姿勢がよく表れていて良かった。 

 

○ １１月１３日(日)のＮＨＫスペシャル「終わらない人 宮﨑駿」は、これまでも「プ

ロフェッショナル 仕事の流儀」をはじめとした番組で宮﨑さんは何度も取り上げら

れたが、「引退宣言」以降の密着取材を重ねた今のタイミングでの放送はよかった。

短編アニメを制作するにあたり、若いＣＧクリエイターに刺激を受ける姿や、仕事を

始めて生き生きしている様子、人間にありえない動きをさせるようなＣＧのプレゼン

テーションを見て、「生命に対する侮辱」だとして不快感をあらわにするシーンなど、

さまざまな彼の表情を見ることができた。これまで手描きにこだわり続けてきた宮﨑

さんがＣＧに興味を持った経緯の中で、息子の宮崎吾朗さんが監督を務め、ＣＧで制

作された「山賊の娘ローニャ」に対する言及がなかった点は物足りなく感じた。 

 

○ １１月１６日（水）にも放送した「バークレイズ ＡＴＰ ワールドツアー ファ

イナル」(ＢＳ１ 後10:55～翌前2:48)を楽しく見た。テニスには根強いファンがいる

ので、喜んでいる視聴者も多いのではないか。民放ＢＳ局の中には、テニスの４大大

会を放送している局もあるので、ＮＨＫにも放送を検討してもらいたい。 

 

○ １１月１７日(木)の「あさイチ」は、１０月２６日(水)のクローズアップ現代＋「“老



11 

化”を止めたい女性たち～広がる卵子凍結の衝撃～」の内容が踏まえられており、ほ

かの番組とうまく連動している。番組の後半では、これから放送される番組が紹介さ

れているが、「ＮＨＫスペシャル」や「クローズアップ現代＋」など、放送済みの番

組に言及してもいいのではないか。ホームページでチェックしたり、再放送の要望を

出したりすることにつながると思う。また、「あさイチ」は国会中継で短縮される場

合があるが、テーマとそれに費やす時間が合っていないように思える時がある。例え

ば、１１月１４日(月)の「女性リアル 親子の“いつまで？”」は、双方向アンケート

に多くの反響があったが、十分消化する前に番組が終わってしまった印象がある。 

 

○ 若い学生と話す機会があるが、ＮＨＫの番組の中では「プロフェッショナル 仕事

の流儀」が特に浸透しているように感じられる。内容の分かりやすさに加えて、オリ

ジナルの動画が作成できるスマートフォン用のアプリの評判もよい。 

 

○ 「にっぽん縦断 こころ旅」は、火野正平さんの自然な表情や、地元の方々とのふ

れあう姿が好ましく、アットホームな雰囲気を楽しんでいる。出勤前に見ているが、

明るい気持ちになって出かけることができる。シリーズの合間で放送が休止になる時

があるが、早く再開してほしいと思いながら過ごしている。 

 

○ 「超入門！落語 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」を毎回楽しく見ている。落語ブームに着想

を得たものと理解しており、落語ファンではない視聴者も楽しめるのではないか。は

なし家の語りに合せて役者さんが口を動かしている様子に目が行ってしまい、話に集

中できないことがある。また、この番組が視聴者にどのように受け入れられているか

も知りたい。 

 

○ 「真田丸」が佳境に入り、ますますおもしろくなってきている。それに関連して、

東北地方で放送されている、ミニ番組の「みちのく真田丸」を興味深く見ている。宮

城・秋田・岩手のドラマゆかりの地を、河北新報と共同で取材しており、掘り下げら

れた解説に感心している。 

 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８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、２０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。 

議事に先立ち、空席となっている委員長の互選を行い、新しい委員長に小林副委員

長を選出した。また、新しい副委員長には伊藤委員を選出した。 

会議では、まず、視聴番組のクローズアップ東北「あなたの隣にクマがいる ～ど

う身を守りますか～」を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、１１月の番組編成の説明、放送番組モニター報告と視聴者意向報告が行わ

れ、会議を終了した。 

 

(出 席 委 員 ) 

   委 員 長      小林 好雄 ((株)出羽庄内地域デザイン 代表取締役) 

   副委員長      伊藤 一弘 (ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事) 

   委 員      津田 政克 ((株)七十七銀行 常務取締役人事部長) 

照沼かほる (福島大学 行政政策学類教授) 

寺島 英弥 (河北新報社 編集局編集委員) 

長谷川 登 (東北電力株式会社 常務取締役) 

畑中みゆき (ＮＰＯ法人 High-Five 理事長) 

藤沢 清美 ((一社)岩手県芸術文化協会理事) 

藤村 ゆき (こまめ小町コーポレーション 代表) 

 

(主な発言) 

 

＜クローズアップ東北「あなたの隣にクマがいる ～どう身を守りますか～」 

 (総合 １０月１４日(金))について＞ 

 

○ 宮城県仙台市でのクマの出没状況を地図上にプロットしていた図は直観的で、中心

部に近いところでもクマが出ていることがよく分かった。一方、自分のこととして考

えたとき、クマがすぐ身近にいることの現実感がやや乏しく、身の危険を感じるほど

の切迫感が十分伝わってこなかった。また、クマに出会ったときの防御法も紹介され

ていたが、内容が物足りず、もっと詳しく知りたかった。 

  クマが人を食べてしまったという事案では、「食害」という言葉が使われていたが、

表現としてあいまいで、事の重大さが伝わってこなかった。スタジオでは背景のモニ

ターにクマの映像が映し出されていたが、そちらに目を取られてしまい、出演者が話
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す内容に十分集中できなかった。 

  

○ クマによる被害の状況、市街地にクマが出没するようになった原因、行政や住民の

対応策、それぞれの要素がバランスよく構成されており、識者による解説も明快だっ

た。里山に住む人の減少が、クマの市街地出没の要因になっているという解説はうな

ずけるもので、こうした側面からも、過疎化対策は大きな課題だ。 

  クマに対する注意情報をホームページやメールで発信する事例が紹介されていたが、

テレビによる情報発信も有効だと考える。岩手県を襲った台風１０号の際にも、災害

やライフラインの情報を逆Ｌ字型の画面で放送しており、大変役に立った。クマが頻

繁に出没するようであれば、ＮＨＫでも対応を検討してほしい。 

  

○ クマが人を食べてしまったことは衝撃的だ。ツキノワグマが雑食というのは知られ

ているが、その生態をより詳しく取り上げることで、人を襲う脅威がより際立ったの

ではないか。また、身を守る方法についても、コメントと身振り手振りだけではなく、

箇条書きや図で示すとより分かりやすかった。 

  ＶＴＲのナレーションをされていた方の声が、どこか軽く聞こえた。より深刻な

トーンにすることで、クマの恐ろしさをより直感的に伝えられたのではないか。 

 

○ 問題を提起する番組として有意義だった。また、クマが身近に迫る危険を、切迫感

を伴って伝え、注意喚起の視点からも有効だった。人と動物との共生はもちろん大切

だが、そのバランスが崩れたときは、駆除も視野に入れた対策を検討していかなくて

はならない。 

  宮城県仙台市の出没状況を地図にプロットして紹介していたが、それを受けた行政

の対策に触れなかった点は物足りない。また、北海道の知床地域でもヒグマの出没が

問題になっているが、クマの生態や習性も含めて、東北地方との比較を見たかった。

クマの攻撃から身を守る方法については、もっと深く知りたかった。 

 

○ 番組では人に慣れて里に依存するクマを「新世代ベア」と紹介していたが、この問

題は以前から指摘されていたことで、特に新鮮さは感じられなかった。目撃情報を地

図上にプロットして可視化した部分は目新しく感じた。クマ出没の背景に食料となる

ブナやドングリの不作、狩猟者の減少、過疎化といった点を挙げていたが、これらは

以前から続いている問題で、それらも含め、東北の山林における生態系の変化を端的

に示しているものだと理解している。 

  番組の構成的には、クマは危ないから駆除するしかないという意見につながるよう

な展開だと感じられたが、それだけではなく、共生を考えるための視点も入れてほし

かった。異なる見方や意見、考え方を提示することで、番組がより重層的になったの
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ではないか。 

 

○ 秋田県鹿角市での悲惨な事件を受け、高い関心の中での放送だったが、もっと早い

時期に放送してほしかった。クマ出没の原因を、分かりやすく整理して紹介した構成

が良かった。特に、出没地点を地図上にプロットして紹介した部分は、山と里山と町

場の境界がなくなっていることが一目で分かり、効果的だった。行政の対策も紹介さ

れていたが、クマを完全に封じ込めることはできないので、現実的には、ある程度共

生していかざるをえないと思う。 

  郊外の川沿いを朝に散歩することの危険性がしっかり伝わっていたことはよかった

が、身を守る方法については、決定打がないことも分かった。山に入るときには、い

ざという時は戦ってでも身を守るといった強い覚悟が必要なのかもしれない。 

 

○ 冬眠を前にクマが活発化する時期での放送だったので、タイムリーだったし、クマ

が人を食べることは知らなかったので衝撃的でもあった。番組を見たことで事態の重

大さが身にしみたので、注意喚起の番組としても適切だった。 

  「新世代ベア」というネーミングについては、どこかかわいらしい響きも感じられ

たので、より適切なネーミングが必要なのかもしれない。クマに出会ったときの防御

法については、より実践的なアドバイスが欲しかった。また、対策として庭の柿の実

をすべて回収することが挙げられたが、それをキャスターが「カラスのために１つ残

さないのですか」と受けたコメントは、事態の深刻さに比して、やや不謹慎だとも受

け取られかねない。 

  番組の最後で、一極集中のまちづくりと中山間地の切り捨てが挙げられ、まちづく

りそのものを見直す必要性にも触れられたが、議論がいささか飛躍しすぎた感もある。 

 

○ クマの恐ろしさは報道などで十分に知られているはずだが、それでも山に入る人が

絶えないことには、人間のおごりや、野生動物への恐れの欠如があるように思える。

里山が減少することで、山の動物と住み分ける環境があいまいになってしまっている

が、クマの恐ろしさを人間がきちんと認識することが大切だ。意識啓発の点からもこ

の番組を放送した意義があった。被害が相次いだ背景として、関係機関の連携不足が

挙げられたが、これは各県が真剣に取り組むべき課題だ。 

  スタジオ部分は、キャスター、専門家、取材した記者の３者により進行されていた

が、この構図は分かりやすい。それぞれの話をより深く聞きたかったので、２８分と

いう時間が短く感じられた。 

 

○ クマ出没の背景を分析したうえで危機を訴えており、いい番組だった。とりわけ、

川に沿って山を下り、市街地近くに現れることを紹介したことで、誰にとってもひと
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事ではないという意識を強く持つことができた。まず現状を踏まえたうえで、次にク

マの生態、行政の取り組みを紹介し、最後に対策を伝えるという全体の構成が適切

だった。 

クマと出会った時の防御法についてだが、この番組の主題ではなかったように思え

る。「食害」という表現については、オブラートに包んだような印象があり、表現とし

て適切さを欠いていたかもしれない。 

クマの問題に限らず、東北で起こっているさまざまな課題を取り上げ、分かりやす

く伝えるこうした番組を今後も続けてほしい。 

 

 (ＮＨＫ側) 

番組の主題を考えるうえで、注意喚起なのか、東北の野生動物全体に起

きている大きな変動を伝えるのか、あるいは駆除と共生のどちらに立つの

かなどについて議論した。ジャーナルな番組なので注意喚起をメインに据

えたが、制作していく中で、より深く掘り下げるべきテーマも潜んでいる

ようにも感じられた。２８分の放送枠の中で伝えられることには限りが

あったが、引き続き取材したうえで、次につなげていきたい。 

「食害」という表現は、人を食べたと１回コメントした後に言いかえた

ものだが、直接的な表現を避けていたという指摘を踏まえ、どのような表

現がより適切なのか考えていきたい。 

対策については、行政、住民グループ、個人と分けて紹介したが、個人

の身の守り方についてより高い関心があったので、その内容が十分でな

かった点は率直に受け止めたい。 

出没地点をプロットした地図だが、注意喚起の視点から分かりやすさを

考え、可視化を試みたものだ。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ９月２１日(水)の「進め！青函連絡船 ～青森発地域ドラマ～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後

10:00～10:59)は、テレビドラマというよりは、舞台演劇を見ているようだった。テレ

ビドラマとして完成度を求めるのであれば、実績のある脚本家を迎えるべきだが、地

域発ドラマという視点からは、地元の方を脚本家に起用し、エキストラも含めた地域

全体の力でドラマを作り上げていくことに意義がある。同じ９月２１日(水)に「神さ

まの赤ん坊 ～札幌局発地域ドラマ～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後4:00～4:59)が再放送され、主

演が吉田栄作さんという点が共通していたので、比較しながら興味深く見た。 

 

○ ９月２４日(土)のみちたん～ああ！すばらしきセカイ「最近どうすか？６回目」(総
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合 前10:05～10:30 東北ブロック)は、手堅い作りで、番組もこなれてきた印象を受け

た。番組は地域の魅力をディープに取り上げることをうたっているが、ＢＳプレミア

ムの「ＴＯＫＹＯディープ！」よりもディープだと思える部分もあるので、積極的に

全国展開してほしい。視聴者からディープなスポットに関する情報を募集しているが、

番組を楽しんでいる方はそうした情報を持っていないと思われるので、放送による告

知だけでは、十分な情報が集まらないのではないか。 

 

○ ９月２４日(土)の「みちたん～ああ！すばらしきセカイ」では、宮城県仙台市の「ハ

モリＢＡＲ」が特によかった。青森県むつ市の旅館はプラモデルやモデルガンのコレ

クションが並べてあるだけだったので、紹介しなくてもよかったように思える。 

 

○ １０月７日(金)のクローズアップ東北「いま どこにいますか～行方不明者家族の

５年半～」は、宮城県女川町の死者・行方不明者827人のうち３分の１が行方不明で、

その家族は、つらさを誰にも話せなくなっていたり、孤立を深めたりしている。番組

は、そうした方々の心を社会全体で考えることが大切だと結んでいたが、全く同感だ。 

 

○ １０月７日(金)の「クローズアップ東北」は、家族が行方不明という状況の中で前

を向いて頑張っている人たちにとっては、悲しみを呼び覚ますつらい番組だったので

はないか。一方、こうした苦しみを抱えている人がいる事実を広く知らしめる意義は

あった。今も定期的に一斉捜索が行われているが、必ずしもそれだけが「寄り添う」

ことではないと考えている。社会が真の意味で寄り添っていくためにどうしたらいい

のか、残された家族が今後の人生を充実させるためのヒントや事例を示しながら、

もっと突っ込んで伝えてほしかった。キャスターが「住民の方がそれぞれつらい思い

を抱えていることに驚きました」とコメントしていたが、「驚く」という表現に、客

観的で冷たい印象を受けたので、この場面にはふさわしくなかった。 

 

○ １０月１４日(金)の福島スペシャル「横乗りスポーツ☆パラダイス」(総合 後7:30

～7:58 福島単)は、元気がもらえる番組だった。サーフィン、スケートボード、スノー

ボードは、横向きでボードに乗るので横乗りスポーツと呼ばれるが、福島では３競技

すべてに人気がある点に着目したこの番組や、開催されたイベントには、なるほどと

思わされた。出演していた中学生、高校生の選手が次世代の育成のことまで考えてい

た点に驚いた。 

 

○ １０月１４日(金)のＮＨＫスペシャル「活断層の村の苦闘～熊本地震・半年間の記

録～」(総合 後8:00～8:43)は、活断層が引き起こす直下型地震の恐ろしさを改めて伝

えており、とてもショッキングだった。東日本大震災と災害の性質は全く異なるもの
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の、集落や家族が分断される点では共通している。異なる災害、苦難だが、どちらも

伝え続けることが大切だ。東北にも活断層が多くあるが、中でも「長町－利府断層」

は仙台市の真下を通っており、大きな被害が懸念される。最新の知見を踏まえて、番

組でも取り上げてほしい。 

 

○ ８月２８日(日)の「玉置浩二ショー」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後10:50～11:49)は、この回が６

回目の放送だったが、すばらしい音楽番組だった。特に、絢香さんとデュエットした

「三日月」の歌声にはしびれた。良質のエンターテインメント番組が少なくなってい

る中、ＮＨＫには引き続きこうした番組を期待したい。 

 

○ ９月１６日(金)にも再放送された名曲アルバム＋(プラス)「津軽じょんがら節 青森

県民謡」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前11:48～11:53)はとても印象的だった。音の強弱を水滴や色で

表現する手法が斬新で、音楽を映像で聞かせているようだった。 

 

○ １０月２日(日)のサキどり「地域を救う？！移住×起業のマリアージュ」は、秋田

県の矢野智美さんが日本酒とフルーツをセットにした定期販売で起業する内容だった。

起業のつらさや彼女の努力はよく分かったが、現状の紹介だけではなく、将来につな

がるエピソードをより詳しく知りたかった。また、日本酒とフルーツを組み合わせる

ことの効果や魅力についても紹介してほしかった。世の中では「移住ブーム」と言わ

れているものの、ブームとして一過性のものに終わらせてはいけないと考える。移住

のメリットをより分かりやすく描くことが必要だ。 

 

○ １０月３日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「“あなたらしさ”は、ここにあ

る ～介護施設経営者・加藤忠相～」では、最高の成功事例が紹介されていた。加藤

さんの信念の根底には、高校のクラブ活動における成功体験があったというエピソー

ドも興味深い。現在、介護施設ではさまざまな問題が起きているとも報じられており、

彼のように輝いている人をきちんと取り上げることの意義は大きい。一方で、この番

組は理想的な職場が取り上げられるケースが多く、同じ職業に就いている方は、羨ま

しさや、ある意味では妬みに近い思いを抱くこともあるように感じる。 

 

○ １０月５日(水)から始まった、「ねほりんぱほりん」は、聞きにくいことを、人形を

通して聞き出す手法が斬新だ。取り上げられるのは身近な話題が多く、人形が効果的

に使われることで、エピソードに集中できる。また、撮影方法も正面からだけではな

く、まるで人間を撮っているような構図が使われており、目新しい。次回予告も、見

慣れたアニメをパロディーにしたようなものでおもしろい。 
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○ １０月６日(木)の「ＮＨＫニュース おはよう日本」で、ＬＧＢＴの「アウティン

グ」に関する問題が取り上げられた。一橋大学の学生が自殺した事件を受け、今企業

が取り組むべき課題の事例が紹介されており、有益だった。同じ日のハートネットＴ

Ｖ ＷＥＢ連動企画“チエノバ”「ＬＧＢＴと“アウティング”」でも、同じテーマを

扱っており、番組間の連携が取れていたように思える。こうした連携はＮＨＫの強み

であり、今後も期待したい。 

 

○ １０月８日(土)の「地域魅力化ドキュメント ふるさとグングン！」(総合 前10:05

～10:50)は、高齢化と人口減少が進む日本で、地域に暮らす人たちの活力をどのよう

に引き出すのか、そのヒントが得られる番組だった。達人として出演した吉本哲郎

さんが紹介していた、その地域に「あるもの」を生かすという手法は興味深い。 

 

○ １０月８日(土)のＥＴＶ特集「原発に一番近い病院 ある老医師の2000日」では、

原発被災地の最前線で、患者に寄り添う理念を貫く高野英男医師の姿に心を打たれた。

原発事故の際、避難勧告を受けたにもかかわらず、患者を避難させなかったこと、ま

た、一人も亡くなる方がいなかったことには驚いた。 

 

○ １０月８日(土)の「ＥＴＶ特集」は、高野医師の強い矜持(きょうじ)が感じられた。

行政には、復興の名のもとに地域の姿かたちを変えるのではなく、地域を分け隔てる

ことなく、人間が生きていくための基本となる部分を守ってほしい。 

 

○ １０月１０日(月)の「東京２０２０ １２時間スペシャル →２０２０」(総合 前

8:15～後8:45)は、大変気合の入った番組だった。しかし、2020年に向けた盛り上げ

の意図があるにしても、これほどの長時間番組は、あおり過ぎのようにも思えたし、

また番組対抗のクイズコーナーは、民放と同じ手法で、ＮＨＫとしてはやり過ぎのよ

うにも思えた。 

 

○ １０月１２日(水)のプレミアムカフェ ハイビジョンスペシャル「北国の盆 いの

ちのかがり火～西馬音内盆踊りとともに～」(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 前9:00～10:39)は、美しい

映像も相まって、西馬音内盆踊りの奥深さをあらためて感じた。熟練された優美な踊

りや手作りの衣装、世代を超えてつないできた習慣などが、よく表現されていた。 

 

○ １０月１５日(土)に最終回を迎えた土曜ドラマ 夏目漱石の妻(４)「たたかう夫婦」

(総合 後9:00～10:13)は、大変おもしろかった。特に主役の二人の演技に迫力があっ

た。「ＮＨＫプレマップ」などのＰＲ番組も、ドラマの豆知識が得られるので楽しみ

に見ていた。 
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○ １０月１６日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ マネー・ワールド 資本主義の

未来 第１集「世界の成長は続くのか」は、ナビゲーターの爆笑問題の個性が生かさ

れ、資本主義の限界が分かりやすく紹介されており、大変おもしろかった。番組の最

後で、ゲストの大学准教授が、「人間の知恵で乗り越えられる」とコメントしていた

が、深刻な課題はまだ多くあり、やや楽観的な発言にも思えた。 

 

○ 熊本地震から半年がたったことを受け、熊本を取り上げた番組が多かった。どの番

組も丁寧に作られており、遠方に暮らす者には新たな発見もあった。一方で、半年や

１年といった「記念日」のような扱われ方には違和感をおぼえる。東日本大震災もそ

うだが、節目だけではなく、継続的に被災地の状況を伝えていくことが大切だ。 

 

○ 阿蘇山の噴火があり、改めて日本の自然災害の多さを実感した。宮城県には蔵王山

もあるので、災害への備えを怠らないよう、日頃からの注意喚起と情報発信をあらた

めてお願いしたい。 

 

○ １０月から「クラシカロイド」と「３月のライオン」の２本のアニメが新しく始まっ

た。ＮＨＫのアニメは安心して見られる。特に、「３月のライオン」は、制作スタッ

フが豪華で、楽しみにしている。午後１１時台の放送だが、親子で見てほしいと思え

る番組だ。これからもＮＨＫには高品質のアニメ番組を期待している。 

 

○ 地方創生が叫ばれているが、他の地域でも役に立つ事例や、地方が生き生きしてい

る姿を国内・海外に積極的に届けてほしい。 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８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、１５日(木)、ＮＨＫ仙台放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、平成２８年度後半期の国内放送番組の編成について説明があり、

平成２９年度の番組改定について意見交換を行った。続いて、視聴番組のクローズアッ

プ東北 震災ドキュメント「私の声が届いていますか～岩手・陸前高田“漂流ポスト”

～」を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、１０月の番組編成の説明、放送番組モニター報告と視聴者意向報告が行わ

れ、会議を終了した。 

 

(出 席 委 員 )  

   委 員      藤代 哲也 ((株)七十七銀行 常務取締役) 

伊藤 一弘 (ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事) 

        照沼かほる (福島大学 行政政策学類教授) 

長谷川 登 (東北電力株式会社 常務取締役) 

畑中みゆき (ＮＰＯ法人 High-Five 理事長) 

藤沢 清美 ((一社)岩手県芸術文化協会理事) 

藤村 ゆき (こまめ小町コーポレーション 代表) 

山田 理恵 (東北電子産業(株) 代表取締役社長) 

 

(主な発言) 

 

＜平成２９年度の番組改定について＞ 

 

○ いわゆる「やわらかい」番組も増えてきたように感じられる。より多くの視聴者に

見てもらうために必要なことと理解しているが、その一方、世の中の仕組みや課題を

紹介する番組も、バランスを取りながら各波で続けていってほしい。総合テレビの「ク

ローズアップ現代＋」、Ｅテレの「オイコノミア」、地域放送では「クローズアップ東

北」などを例として挙げたい。 

  

○ 昨年度までは、「クローズアップ現代」の再放送枠が当日の深夜に設定されていたが、

「クローズアップ現代＋」でも、本放送を見逃した方のために、再放送を設けてほし

い。たとえば、反響の大きかった回を週１本選んで再放送してみてはどうか。 
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○ 後半期の改定では、「総合診療医 ドクターＧ」の新作の放送がなくなっている。毎

回興味深い内容を取り上げているので、新年度改定では、また新作が放送されるよう

期待したい。 

  Ｅテレには、「オイコノミア」「バリバラ」「考えるカラス」をはじめ、ためになる番

組が多い。このうち「考えるカラス」については、新作の割合をぜひ増やしてほしい。 

 

＜クローズアップ東北 震災ドキュメント 

「私の声が届いていますか～岩手・陸前高田“漂流ポスト”～」 

(総合 ９月９日(金))について＞ 

 

○ 震災に限らず、病気や事故で大切な人を亡くした方々が抱く追慕の思いはとうてい

他人が測れるものではないが、この番組でその一端をうかがい知ることができた。ま

た、手紙を書くことで気持ちが和らぎ、次第に前向きになっていくところがよく描き

出されていた。ポストを設置した赤川勇治さんの発想に感心した。番組を見て、手紙

を書く人が増えることを期待している。 

  番組の中で、「小舎」の前に設置された丸型ポストの位置づけが分かりづらかった。

郵便配達員がその前で立ち止まる場面はあったが、郵便物を入れるわけでも取り出す

わけでもなく、番組を見ただけではその存在の意味が見えにくかった。 

  

○ 震災の被災地において肉親を亡くされた方たちのつらさや心の痛みが感じられる番

組だった。３月１０日(木)に放送されたＮＨＫスペシャル「風の電話～残された人々

の声～」(総合 後10:00～10:49)とも通じているように思えた。ある意味では、救いの

場とも言えるのではないか 

  ドキュメンタリー番組としてはこれでいいと思うが、実際に心に痛みを抱えている

方が手紙を出したいと思ったときに、そのための情報が不足しているようにも感じた。

また、届いた手紙は喫茶店で公開されていたが、手紙を書いた人はそれを分かった上

で書いているのか疑問に感じた。それらも含め、より丁寧な説明が必要だったのでは

ないか。 

  

○ 心に残るいい番組だった。身内を亡くされた方の悲しみは決して癒えることはない

が、亡くなった方宛ての手紙を書くことで、気持ちが落ち着くこともあるのではない

か。陸前高田市の森の中に丸型ポストがある光景や、沿道に植えられたヒマワリを見

ると、ささやかな希望を感じた。番組のナレーションと手紙の読み手を変えていたの

は、手紙を書いた人への配慮が感じられ、適切だったように思う。 

 

○ 身内を亡くされた方の思いは、とても諦め切れるものではなく、むしろ時間が経つ
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につれてより強くなっていくものだと思う。そうした時の心の置き場所として、手紙

が使われていることがよくわかった。書いた手紙を実際に投函することで、自分の手

元から離れ、それが相手に届いていると信じたいという心情はよく理解できる。特に

印象に残ったのは、番組の最後で手紙を閲覧していた女性たちが「手紙を書いた人の

心情を受け止めるしかない」と言った部分だ。手紙を書こうと思った心情、そしてそ

れを多くの人が素直に受け止めようとする心情、それらを共に描き出したこの番組は

意義深い。丸型ポストのある象徴的な風景、抑え気味に使われていたＢＧＭ、高野慶

子さんと佐藤せつ子さんが亡き人に出した手紙をナレーターとは別の方が朗読する

演出、いずれも効果的だった。 

  見ていて疑問に感じた部分が２点あり、はじめからあの２人に的を絞って取材して

いたのかという点と、「漂流ポスト」の存在は、はじめどのような形で周知されたの

かという点だ。 

 

○ 短い時間の中に、美しい映像と、工夫されたナレーションが織り込まれており、見

ている側にうまく伝わった。インタビューに応じてくれたお二人についても、しっか

りとした受け答えで、番組のクオリティーをより上げていたように思える。 

  印象に残ったのは、高野さんの亡くなった息子さんが、災害発生の６分前に送った

メールのエピソードや、その息子さんが生前に行けなかった場所に代わりに行き、そ

れを手紙で報告する様子、諦め切れない思いを抱きながらも、手紙を書くことで少し

は癒やされると語っていた姿だ。また、消防士のご主人を亡くされた佐藤さんが、唯

一の形見である時計に願いを込める様子や、徐々に外に出られるようになるなど元気

が戻ってきている中でも、「夢でもいいから会いたい」と諦め切れない思いが言葉に

表れていた点だ。 

  ＮＨＫがこの取り組みを紹介したいきさつを知りたい。同じ悩みを多くの人が抱え

ているであろうことは想像に難くなく、こうした取り組みが広く紹介されることで、

少しでも救われる方が増えること、また全国各地で同じような取り組みが広がること

を期待したい。 

 

○ 限られた時間の中で、佐藤さんと高野さんの２人にスポットを当てており、感動的

でとてもよい番組だった。ナレーションと手紙の朗読の声がよく、２人の悲しみ、苦

しみの後の心境がよく伝わってきた。ＮＨＫスペシャル「風の電話～残された人々の

声～」との共通点を感じた部分もあったが、大災害から時間が経つにつれ、死者へ思

いを伝えようとする動きは自然発生的に生まれてくるものなのかもしれない。 

  赤川さんがこの「漂流ポスト」を設けたきっかけや、ネーミングの由来については、

番組では触れられていなかったので、より詳しく知りたくなった。７月２１日(木)の

「あさイチ」で香川県の粟島にあるアート作品の「漂流郵便局」が取り上げられたが、
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名前が似ており、関係の有無を知りたい。 

  また、過去に新聞でこのポストが取り上げられた際に、出す手紙は「非公開の希望

や匿名も可能」と紹介されており、必ずしも全員が公開を希望するわけではない状況

を踏まえ、この番組でもそのことに触れた方がよかった。 

 

○ 午後７時３０分からの放送は家事をしながら見ている視聴者も多い時間帯だが、思

わず手を止めて見入ってしまう番組だった。流れる音楽や、ゆっくりとしたナレー

ションも効果的で、大切な人を失った人の悲しみに思いを寄せると、とても悲しく、

胸を打たれた。出演の承諾を得るには大変な苦労があったことが容易にうかがえる。

制作者の尽力に敬意を表したい。また、最近はメールが多くなったが、手紙の力を見

直した。 

その一方、「漂流ポスト」の「漂流」の言葉の意味がすぐには分からなかった。また、

手紙を映し出した場面が多かった。 

 

○ 穏やかで、押しつけがましさを感じさせない番組だった。震災に関する取材を続け

る中で、また一つ大きな成果が得られたのではないか。 

番組が伝えたかったことは、冒頭で赤川さんが「手紙を書けば気持ちが少しは楽に

なるんじゃないか」「手紙を書くまでにたどりついていない人たちが、その手紙を見る

ことによって、自分ひとりではないとわかる」と話していたことに象徴される。また、

手紙を読んだ方が「気持ちが分かると言うと、何が分かるのよと言われるかもしれな

いが、心に突き刺さってくる」と話しているとおり、手紙を読んで、書き手の思いを

少しでも察しようとする気持ちがあれば、書いた本人も少しは報われるのではないか。 

 

 (ＮＨＫ側) 

この取り組みが始まった経緯だが、赤川さんが震災遺族の方とも交流す

る中で、自分にも何かできないかと考え、遺族の気持ちを受け止める場を

設けようと始めたものだ。丸型ポストは、赤川さんが譲り受けた物で、あ

くまでも置物に過ぎないが、番組では、受け取り手がいない手紙の届け先

という象徴的な意味合いを持たせた。郵便配達員が赤川さんに届けるとこ

ろを実際に紹介した方が、事実関係として分かりやすかったのかもしれな

いが、印象的になるよう、あえて省いた。「あさイチ」で取り上げられた「漂

流郵便局」との関係はなく、あてどのない手紙の届け先という意味で「漂

流ポスト」と名付けたと聞いている。 

番組で紹介した２人については、ディレクターが信頼関係を築いたうえ

で、取材に応じていただいた方だ。 

手紙を出す人は、あの場所に行けば読めるということをおおむね分かっ
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た上で手紙を出しているが、誰でも読みに行ける点については、その仕組

みの紹介がやや不親切だったかもしれない。手紙を出す人が漂流ポストを

知るきっかけは、新聞や民放に加えて、ＮＨＫでも県域放送のニュース番

組などで取り上げており、それが契機になる場合が多い。 

震災から５年を過ぎて、生活の再建も徐々に本格化していく中、大切な

人を亡くした方々の今の気持ちを見つめたいというのが、今の時期にこの

番組を制作した理由だ。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ７月２９日(金)のクローズアップ東北「５人 明日への証(あかし) ～女川中バスケ

部 最後の夏～」は、切なくなる番組だった。東北大会がかかった試合を勝ち進める

か、どきどきする気持ちや、無事に勝つことができたうれしい気持ちを共有できた。

タイトルに「最後の夏」とあったが、２名いる後輩にとっては終わりではないので、

このタイトルはやや気の毒とも思える。 

 

○ ７月２９日(金)の「クローズアップ東北」は、子どもたちのつらい記憶が厳しい練

習に打ち込む原動力になっているようにも思えた。短い番組ながら、子どもたちの表

情や歓声がよく捉えられていて、地域放送のスポーツドキュメントでありながら、感

動的だった。 

 

○ ７月２９日(金)のウォッチＡ 激論ライブ！人口減少「秋田で子育てできますか？」

(総合・秋田単 後7:30～8:43)では、秋田で幼い頃を過ごした壇蜜さんが司会を務めて

いたが、抱いていたイメージとは異なるきっちりした発言が印象的だった。ただ「激

論ライブ」というタイトルの割には、激しい議論はされていなかった。共働き、共育

て、イクボス、イクメンといった単語が子育てのキーワードに挙げられており、それ

ぞれがわかりやすく説明されていた。実際に家庭を持ってからではなく、もっと若い

頃から考える必要があるという意図から、スタジオに大学生を招いたり、データ放送

の双方向機能やツイッターのメッセージを紹介する演出を取り入れたりしていたと理

解しているが、この番組が若者にどれほど浸透しているのかについては疑問が残った。 

 

○ ９月９日(金)のクローズアップあおもり「思い出の青函連絡船」(総合・青森単 後

7:32～8:00)は、青森県民の琴線に触れるような懐かしさが感じられた。北海道新幹線

の開業により、津軽海峡はより簡単に渡れるようになったが、青函連絡船にも独特の

雰囲気や味わいがあり、出会いや別れといったドラマがあった。青函連絡船は機械遺

産に指定されているが、鉄道と一体となった正確な運行が、鉄道マンの心意気によっ
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て支えられていた点についても長く語り継がれるべきだ。 

 

○ ６月１８日(土)の東北発☆未来塾 特別編「池上彰の“ニュースを読み解くチカラ”」

では、ニュースの行間に隠れている課題に気付くことの大切さが強調されており、う

なずく部分が多かった。生徒たちが風評被害をテーマに訪ねた福島県の２つの地域で

は、ともにニュースでは語られない課題を抱えており、講師の主張を裏付けていた。

広野町の米農家で生徒たちが米を口にしなかったことには違和感を覚えたが、池上

さんもその点を指摘しており安心した。また、沼沢湖で問題は後継者不足と結論づけ

ていた部分は、風評被害のテーマからやや外れている印象を受けた。 

  ９月５日(月)の、東北発☆未来塾 古文書ハンターの防災教室（１）「城はすべてを

知っている！」は、磯田道史さんを講師に招いての授業で、熊本城が建つまで、また

その後の歴史も含め興味深い内容だった。気になったのは、古文書を取り扱う際に、

熊本大学の教授が素手で扱っていた点と、息がかからないような配慮を欠いていた塾

生がいたことだ。 

  翌週９月１２日(月)の東北発☆未来塾 古文書ハンターの防災教室（２）「古老は

なんでも知っている！」では、先人が残した教訓を防災対策に生かす内容で、南海ト

ラフ地震の危険性が叫ばれる中、磯田さんが強い危機感を持っている姿が印象的だっ

た。また、塾生が訪ねた岩手県の普代村では、過去の津波の被害を伝え継いだことで、

東日本大震災のときも死者が出なかった点が取り上げられており、教訓を生かす大切

さを再認識した。 

 

○ ７月２４日(日)の明日へ つなげよう 花は咲く あなたに咲く「明けない夜はな

い～福島・いわき 奇跡の横丁をゆく～」では、地元の方たちが知恵を出し合い、魅

力的な場所を作り上げている様子を、日本の地域づくりにつながるとしており、いい

捉え方だった。一方、地元の若い方が「以前より高いところに終着点を置こうとして

いるからみんな無理をしている」と話していたことが印象的だった。 

 

○ ９月４日(日)の「きらり！えん旅・選 ～山内惠介 宮城・東松島市へ～」(総合 東

北ブロック 後1:05～1:34)では、大きな被害を受けた地域が復興しつつある現状や、

そこに住む人たちの復興に向けた思いを見て、現地をぜひ訪ねたいと思った。復興の

途上にある各地の「いい話」を紹介することで、行って励ましたいと思う人も増える

だろうし、人が訪れることで賑わいが増す好循環が生まれるのではないか。 

 

○ ７月２３日(土)の目撃！日本列島「ともに生きる～８１歳ヘルパーの決意～」は、

８１歳でひとり暮らしの千福幸子さんが、自分の体調も整えながらヘルパーの仕事を

続ける姿に元気をもらった。耳が不自由な方のために手話を習って交流を図ったり、
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傾聴ボランティアを学んだりする姿勢に、生涯現役で仕事に向き合う覚悟を見た気が

する。 

 

○ ８月７日(日)の「魂に響くピアノを 中村紘子さんの残したもの」(Ｅテレ 前0:00

～1:30)は、とてもよい追悼番組だった。戦後の音楽界を背負ってきた中村さんは、時

代を象徴する方だった。壇ふみさんのナレーションにくわえ、番組の後半で、９７年

に演奏されたチャイコフスキーのピアノ協奏曲を放送したこともよかった。 

 

○ ８月１４日(日)のＮＨＫスペシャル「村人は満州へ送られた～“国策”７１年目の

真実～」は、重く考えさせられる番組だった。長野県の旧河野村で、国策によるノル

マ達成のため、５０戸の開拓民を出すことを強いられた村長の苦悩が日記や関係資料

からよく描き出されており、終戦の日を前に放送された意味合いも含め、実に見ごた

えがあった。 

 

○ ８月２４日(水)のクローズアップ現代＋「奨学金破産の衝撃（２）～“中退続出”

の危機～」は、世の中によく知ってほしいテーマだ。６月２日(木)の放送の続編にあ

たり、問題の根が深いところにあると今回の放送で知ることができた。さらなる続編

も期待したい。ゲストで出演していた尾木直樹さんが、「これが本当に日本なのか」

「怒りを覚える」と発言されていた点は、視聴者の感想を代弁していた。大学による

支援施策や、授業に合わせたアルバイトのシフト変更といった解決策が紹介されてい

たことは救いでもあり、こうした番組が世論を喚起して給付型奨学金の導入に向けた

議論が進展すると望ましい。 

 

○ ８月２８日(日)のＮＨＫスペシャル シリーズ ディープ・オーシャン「潜入！深

海大峡谷 光る生物たちの王国」は、スケールの大きなドキュメンタリーだった。暗

闇で超高感度カメラを使って撮影すると、赤いクラゲが薄いブルーで網目模様に光っ

ていたことが分かるなど、これまで見たことがない映像が次々と出てきて興味深かっ

た。ＮＨＫならではの番組で、こうした番組をもっと放送してほしい。 

 

○ ９月２日(金)にドラマ１０ 水族館ガール（７）「旅立ち」(総合 後10:00～11:14)

が最終回を迎えた。水族館の風景を見ているだけで癒やされる番組だったが、ストー

リーがやや安易に感じられた。民放も含め、安易なストーリーのドラマが多い中、Ｎ

ＨＫにはひと味違った作品を期待したい。 

 

○ ９月６日(火)のクローズアップ現代＋「潜入！闇のマーケット 中国“スーパーコ

ピー”の衝撃」では、模倣品のレベルが上がっていることにまず驚いた。模倣品の流
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通により、日本製品の信頼が傷つけられること自体が問題なのだが、中国政府も模倣

品から脱却しようとしているものの、貧富の差などを背景にその出現が止められない

現状にも触れており、問題の根深さを感じた。番組で取り上げられた事例のほかにも、

こうした例は数多くあるように思えるので、異なる切り口からの放送にも期待したい。 

  一方、９月７日(水)の「逆転ホームランなるか？ 日本の“新・ものづくり”革命」

は、明るい気持ちになるような内容で、前日の放送との順番も適切だった。ベンチャー

企業、ものづくり、ＩｏＴの組み合わせによる可能性の広がりについて心強く感じた。 

  ９月１２日(月)の「“戦場の悪夢”と金メダル～兵士とパラリンピック」は、パラリン

ピックを盛り上げる番組がほとんどの中、捉え方によってはネガティブな番組をこの

時期に放送したことの意義は深い。いずれ大会で上位を占めるのは元兵士ばかりにな

るのではないかという予測には驚いたが、戦争とスポーツの関係について深く考えさ

せられた。 

  「クローズアップ現代＋」では、スケッチ・ノーティングの手法を用い、リアルタ

イムで内容を可視化する演出がなされているが、完成したものが少ししか映らなかっ

たり、放送中に完成しなかったりする場合があり、もったいないようにも思える。ホー

ムページには掲載されているものの、全ての視聴者がアクセスするわけではないので、

もう少し長い時間ボードを映すなどの工夫が必要だ。 

 

○ ８月２７日(土)の秋田大曲・全国花火競技大会2016(ＢＳﾌﾟﾚﾐｱﾑ 後7:00～9:50)は大

変すばらしく、来年度は８Ｋスーパーハイビジョンで撮影し、その美しさや臨場感を

より鮮やかに伝えてほしいと感じた。 

 

○ ８月２７日(土)の「秋田大曲・全国花火競技大会2016」に関しては、現地で実物を

見たが、視界に入り切らないほどの迫力だったため、番組では現地では分からなかっ

た全体像が把握できてよかった。一方で、途中で司会の方たちの背中越しに花火を映

していた場面があり、花火だけをきっちり画面に収めてほしかった。 

 

○ ９月４日(日)のＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡ ＣＲＩＳＩＳ 巨大危機～脅威と闘

う者たち～ 第１集「加速する異常気象との闘い」は、台風１０号による被害があっ

た直後の放送でタイムリーだった。温暖化がわれわれの健康や社会インフラに与える

影響のシミュレーションには危機感をおぼえたし、温暖化が今まで以上のペースで続

くという予測には暗たんとした気持ちになったが、人類全体で取り組むべき課題だと

強く再認識した。 

 

○ ９月１０日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達(たち) 「新海誠×川上未映子」

は、映画の大ヒットで話題になった旬の人物が取り上げられており、新作映画以外の
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話もたくさん聞けたのがよかった。アンコール放送を期待したい。 

 

○ ８月は、ＢＳプレミアムで「男はつらいよ」のシリーズが集中的に放送された。８

月は渥美清さんの亡くなった月でもあり、彼の人柄が改めてしのばれるとともに、夢

中になって「寅さん」シリーズを見ていた頃を思い出した。 

 

○ リオデジャネイロオリンピックでの日本人選手の活躍はすばらしかったし、誇らし

い。特に男子体操は、８月４日(木)のＮＨＫスペシャル 金メダルへの道「“体操ニッ

ポン” 復活の金へ～内村航平と日本代表の挑戦～」(総合 後7:30～8:15)で取り上げ

ていただけに、すばらしい結果が出てよかった。冬季アジア大会が札幌で２月に開か

れるので、放送を通じた盛り上げに期待したい。 

 

○ 岩手県では、台風１０号による豪雨災害の被害やライフラインの復旧状況が、テレ

ビの画面に逆Ｌ字型で表示され続けており、状況が見えて助かっている。また、丁寧

に報道されており、今後も続けてほしい。 

 

○ 「連続テレビ小説 とと姉ちゃん」は、おもしろいドラマだが、たまにストーリー

が安易と思われる部分がある。さまざまな問題が起きるが、その翌日にはすぐ和解し

たり、怒っている相手がすぐ理解を示したりする点だ。ドラマの性質上、問題を引き

ずり過ぎることはなじまないだろうと理解しているが、現実にはあり得ない展開が多

いようにも思える。 

 

○ 「真田丸」は、最近の大河ドラマの中では、とてもおもしろく、いい意味で予想が

裏切られる点がよい。最近では、関ヶ原の戦いを数十秒で終わらせたことに驚いた。

また、変に引き延ばさない演出も好感が持てる。 

 

○ 「真田丸」を家族で楽しんでいる。ドラマを契機として、全国各地の「ゆかりの地」

が観光振興で盛り上がっていると聞く。宮城県でも、白石市や蔵王町が町おこしに役

立てており、ＮＨＫの番組が持つ影響力の大きさを再認識した。 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８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、２１日(木)、パレス宮城野において、９

人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２８年度国内放送番組編成計画（スーパーハイビジョン試

験放送）」について説明があった。続いて、視聴番組の「どんとこい！人口減少～私

たちはここで幸せになります～」を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を

行った。 

最後に、８月の番組編成の説明、放送番組モニター報告と視聴者意向報告が行われ、

会議を終了した。 

 

(出 席 委 員 )  

   委 員      藤代 哲也 ((株)七十七銀行 常務取締役) 

   小林 好雄 ((株)出羽庄内地域デザイン 代表取締役) 

伊藤 一弘 (ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事) 

        寺島 英弥 (河北新報社 編集局編集委員) 

照沼かほる (福島大学 行政政策学類教授) 

長谷川 登 (東北電力株式会社 常務取締役) 

畑中みゆき (ＮＰＯ法人 High-Five 理事長) 

藤沢 清美 ((一社)岩手県芸術文化協会理事) 

藤村 ゆき (こまめ小町コーポレーション 代表) 

 

(主な発言) 

 

＜「どんとこい！人口減少～私たちはここで幸せになります～」 

(総合 ７月１日(金))について＞ 

 

○ 都会の女性たちの間で地方に移住したい希望を持っている方が増えているという

アンケート結果には少し驚いた。番組では、移住するにあたっての不安要素を、仕事

や楽しめる場所、子育て、人間関係に分類し、それに沿った解決策をＶＴＲで紹介し

ており、分かりやすい構成だった。キャスターの柳生聡子さんやディレクターの江口

ひな子さんは、女性ならではの視点で参加者のコメントを引き出していた。また、コ

メンテーターとして出演していた劇作家の平田オリザさんと東北芸術工科大学の岡

崎エミさんのコメントも分かりやすかった。番組の最後で、スタジオ参加者が決意を

ボードに書いて発表していたが、「そもそも失敗を恐れない」「なければつくる」など、
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とても前向きで、元気が出るまとめ方だった。 

  紹介された事例の中で最も印象的だったのは、鶴岡市のナリワイプロジェクトで、

たくましい女性の姿が描かれていた。生涯勤められる仕事環境がない地域では、この

例のように複数の仕事をかけ持ちし、自分が持っているスキルを生かす働き方が大切

だと感じたし、それはワーク・ライフ・バランスにも通じる。 

  平田さんもコメントしていたが、今までのまちづくりは、男性目線で工業団地や住

宅をつくって人を呼び込む、あるいは人口の流出を食い止めようという試みが中心

だったが、生産拠点の海外移転と生産人口の減少が進む中、子育て環境や心の余裕を

求める人たちを地方に呼び込む取り組みがこれから大事になってくる。 

  東北への回帰率や移住者数が全国の中でどういった位置にあるのか、また、全国の

成功事例についてもより深く知りたい。また、高校生や大学生によるビジネスプラン

やまちづくりプランのコンペが各地で行われており、そうした動きを受け、ふるさと

を離れずに生きていくことを選んだ女性の話も聞いてみたい。 

  

○ 過去２回放送された「どんとこい！人口減少」とだいぶ雰囲気が変わっていた。地

方での暮らしを志向する女性が増えている中で、スタジオには、早速実行に移した方

と、不安があって踏み出せずにいる方の両方を招き、双方の立場から率直な意見がや

りとりされていた。また、移住するにあたって女性が抱えている不安を提示し、解決

策を１つずつ紹介していく構成も分かりやすかった。２人のコメンテーターの意見も

的確で、岡崎さんの「地方の閉塞感を打ち破る女性の力が大事」や、平田さんの「女

性が頑張っているまちは活気がある」というコメントはまさに同感だ。ＶＴＲに登場

する女性たちも生き生きとしており、見ていて元気をもらえる番組だった。 

  解決策として示された事例の中では、猫の手の仕事と言っておられた、鶴岡市のナ

リワイプロジェクトの稲田瑛乃さんや、子連れ勤務できる職場、カフェで居場所を見

つけた例が特によかった。 

  基本的には成功事例ばかりが取り上げられていたので、失敗事例も知りたかった。

本気で田舎暮らしを目指そうと思っている方のための番組であれば、人生を左右する

決断や覚悟が必要なので、失敗例や注意点をもっと示すべきだった。また、最後にス

タジオ出演者が希望の持てるコメントをボードに書いて示した演出はよかったが、全

員分が見られなかったのは残念だ。 

  全国的に田舎暮らしを希望する人が増えている中で、東北を希望している人は、ど

ういった部分に魅力を感じているのかをより詳しく知りたい。また、移住した人が実

際どれくらいいるのかや、移住の相談に訪れる人の年代が変わったことだけではなく、

人数の増減も紹介してほしかった。 

番組内で気になった部分だが、女性に活気のあるまちは成功しているという説明に

は同感だが、女性が頑張っているのは地方だけではなく、都市部や企業内も同じなの
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ではないか。また、「田舎暮らし希望の女性が急増」と番組冒頭でコメントしていたが、

田舎イコール東北ではないのではないか。 

  東北以外の人にこそ、この番組を見てもらいたいので、首都圏や全国で放送される

ことを期待したい。 

  

○ 番組ではさまざまな事例が紹介されていたが、独創的だと思ったのは、子連れで勤

務可能な秋田市の介護施設だ。施設長の花澤富見子さんは、自身の経験を踏まえて、

周囲の反対を押し切って実現させたとのことで「出るくいは打たれるけれども、出過

ぎたくいは打たれない」という言葉が印象的だった。老人と子供たちが同じ建物で暮

らし、若い母親たちが働く、さながら大家族の様相で、これからの介護施設や職場を

考えるとき、ひとつのモデルになりうるのではないか。課題もあるだろうが、広く普

及してほしい。 

  鶴岡市のナリワイプロジェクトは興味深い取り組みだが、繁忙期の手伝い仕事の域

を出ていないので、定職を志向する人にとっては収入が不安定なところが懸念される。

しかし、興味深い取り組みだし、稲田さんがこけし職人へ弟子入りしたように、こう

した生き方の中から何かを見いだし、将来の本職につながる動きを期待したい。 

  人口減少は東北に共通した喫緊の課題だが、高齢化の陰に隠れて危機感がいまひと

つ共有されていないようにも思える。自治体の取り組みも含め、成功している事例を

もっと紹介してほしい。 

 

○ 女性をテーマにした番組とのことで、ＶＴＲやスタジオの雰囲気も堅苦しくなく、

女性らしいパワーを感じることができた。アンケート結果を基に浮き上がった課題を

順番に解決する構成になっており、分かりやすかった。番組を制作する側にとっても、

ねらいどおりの番組になったのではないか。仕事の悩みが最も多かったのは当然のこ

とだが、楽しみや居場所がないと答えた方が多かったのには驚いた。男性の場合は居

酒屋さえあれば憂さ晴らしができるが、同じ悩みや価値観を持った人が集えるカフェ

が必要だという指摘は、女性ならではの感性だ。 

  コメンテーターの平田さんの、「東京で本当にいい仕事をしているのか」「自分に

合っているのか、そして人に感謝されているのか」という問いかけが印象的だった。

東京に対する多少の皮肉も含め、まったく同感だ。 

  鶴岡市のナリワイプロジェクトについては、稲田さんのバイタリティーによる部分

が大きく、彼女はもっと大きなことを成し遂げる人物だと直感したし、今後に期待し

ていきたい。秋田市の子連れ勤務可能な介護施設は、子供がいることで、利用者にとっ

てセラピー効果もあるのではないか。待機児童の問題が叫ばれている中、こうした取

り組みは貴重だ。 

  村役場に勤める八鍬むつ美さんが、人間関係が近すぎる悩みを話していたが、この
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種の悩みは地方に限ったものではなく、個人商店など小さい職場ではどこでも起こり

うる。地方ならではの悩みとして扱うことは適切ではない。 

 

○ バブル崩壊後、都会から田舎に移り住もうというブームがあったが、田舎のコミュ

ニティーにうまくなじめずに、都会に戻っていったケースが多かったと記憶している。

田舎にとってコミュニティーが大切なのは今も変わらないが、当時と状況が異なるの

は、少子高齢化で田舎から人が減っており、空き家も増えている点だ。それらを背景

に、自分の新しい生き方を表現する場として田舎暮らしを志向する人が増えているの

が現状ではないか。今回の番組は、女性の視点を鏡のように用いて、田舎の可能性、

東北の可能性を掘り起こしていた。番組では、「田舎にはいい資源がある」「今いる場

所をもっと楽しく」「失敗を受け入れてやってみる」といった言葉が象徴的に取り上

げられ、田舎に生きる若い人たちへの励ましにもなっていた。 

  鶴岡市のナリワイプロジェクトに取り組む稲田さんは、地域に飛び込み、そこで一

緒に活動することで周りからも認められ、いなくてはならない人になっており、人に

溶け込むことで可能性が広がることを示している。秋田市の子連れ勤務可能な職場は、

子どもとお年寄りが一緒にいられるスペースがあるという点で、田舎にいい資源があ

ることの好例だ。こうした事例を、より普及させていく発想が必要だし、行政も着目

すべきだ。遠野市のカフェは、居場所がほしいというニーズを充足するとともに、そ

こに集う人の表現、発信の場になりうる。ＳＮＳの活用を背景に、地域の境を越えて

人が集まる可能性を秘めている。 

 

○ 楽しんで見られたし、移住の障害となる問題がよく理解できた。解決事例が紹介さ

れていたが、厳しい現実をある面で美化している取り上げ方のようにも思えた。都会

に暮らす人がその生活を手放すのは大変重い決断だ。一歩踏み出せない背景には、自

分のプライドがキャリアを捨てることへのためらいを生んでいる側面もあるのでは

ないか。 

  秋田市の子連れ勤務が可能な介護施設は、取り組みを始めた動機も含め、大変重要

だ。経営者の熱意が成功の原動力になっている。一方、介護を受ける方やその家族の

視点で見ると、全員が元気なわけではないので、かえって悲しい思いをする場面もあ

るのではないか。鶴岡市のナリワイプロジェクトは、月収１５万円の生活は厳しいと

思うが、稲田さんがとても生き生きしていた。女性が仕事、あるいは趣味を持つこと

は人間関係を構築する上で極めて重要なことを示している。 

  田舎ブームは理解しているが、いつか終わってしまうのではないかと懸念している。

移住した人が定着するのか、結婚はどうするのか、実際に暮らしてみて収入はどう

だったのか、今頑張っている女性が数年後も変わらず生き生きしているのかなど、多

くの視点から継続して見ていく必要がある。また、過疎がより深刻な地域で頑張って
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いる女性の姿も取り上げてほしい。 

 

○ ナレーションの安達祐実さんがかわいらしい雰囲気を出していたこと、文字やアニ

メが軽やかな印象だったこと、風景などの映像も女性を意識したものだったことなど

から、女性向けの番組だと感じた。 

  内容的には、地方でどのように暮らしていくのかという話題が多く、そのヒントや

励ましとなるいい言葉が多く出ていた。番組は東北地方向けに放送されたが、田舎暮

らしを志向している人に向けて全国放送してもらいたい。 

  人口減少は日本全体が抱える深刻な問題だ。今回の番組は女性向けの内容で、成功

事例が多かったが、男性向けや、失敗の事例など、さまざまな切り口から今後も続け

てほしい企画だ。 

 

○ 全体の構成がよかった。自分が楽しいと思えることを仕事につなげていく発想など、

女性ならではの視点が新鮮だった。 

  鶴岡市のナリワイプロジェクトは行政もバックアップしていると聞く。また、稲田

さんは彼女自身のスキルもあり成功しているが、プロジェクトに携わる全員が必ずし

もうまくいっているわけではないとのことだ。意欲的な取り組みなので、試行錯誤し

ながら発展させていってほしい。 

  都会の生活では味わえない田舎暮らしのよさに気付いた人が増えているのではない

か。その背景には震災が影響しているのかもしれない。こうした風潮を一過性にとど

めることなく、根付かせていくことが大切だ。そのためにも、この番組のように移住

に向けた取り組みを扱った番組を定期的に全国放送することが必要だ。 

 

○ まず、女性にテーマを絞ったうえで、多角的な視点で多くの事例を取り上げた構成

がよかった。その中で、旦那さんや家族全体の移住の話にも触れており、バランスも

とれていた。平田さんがナリワイプロジェクトのＶＴＲを見たあとで、「さっきのビデ

オは成功し過ぎだよね」と感想を述べ、視聴者の感想を代弁していたことも、議論が

一方向に偏らないよう適度に抑制する効果があった。 

  紹介された成功事例には、その裏にある苦労も透けて見えたので、地方暮らしが捨

てたものではないと理解できたし、人間の理想的な生活について、その一端が示され

ていたと言っても過言ではない。 

  番組では、多くの事例が取り上げられており、個別の事例をより深く掘り下げた企

画や番組を今後見てみたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

新しい価値観を女性たちの視点から見いだすねらいで作った番組だった
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が、田舎暮らしを過度に美化していたことや、失敗例への言及が足りなかっ

たという指摘については、制作者の願望を込めすぎてしまったがゆえの反

省点だ。このテーマを扱った番組は今後も続けていきたいと考えており、

反省を踏まえて次回以降に生かしていきたい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ６月１７日(金)のクローズアップ東北「小さな浜で漁師になる～地域を支える漁業

の未来～」は、山形県の庄内浜で、新しい発想と工夫で自分たちの漁業を確かなもの

にしていく若者たちの姿や、定年退職した人が漁師を始め、生きがいになっている様

子を取り上げた番組だった。同じ東北の中で、漁師を希望する人が増え、地域の活気

につながっていることは心強い。漁業に限らず、農業についても、そうした発想を生

かし、未来につなげていく必要がある。 

 

○ ６月１７日(金)の福島スペシャル「まだ見ぬ頂きへ～２人の障害者アスリート～」

(総合・福島単 後7:30～7:58)では、陸上の佐藤智美さんと卓球の吉田信一さんの、競

技にかける熱い思いに触れ、元気をもらった。福島市の国体記念体育館に、東北唯一

の障害者のためのジムがあることを初めて知った。吉田さんが「福島にたくさん元気

をもらったので、今度は福島にそれを返したい」と話していたのがとても印象的だっ

た。パラリンピックへの興味がより強くなった。 

 

○ ６月２５日(土)のクローズアップ東北「大きな“家族”のように～被災地の“宅老

所”の日々～」(総合・東北ブロック 前10:55～11:23)は、これまで宅老所という言葉

すら知らなかったが、大変感動的な番組だった。震災で行き場を失ったお年寄りたち

が過去と現実を受け入れながら、まるで家族のように暮らす様子や、ここの在宅でみん

なに感謝して死にたいという言葉が胸にしみた。 

 

○ ７月８日(金)のクローズアップ東北「明日をつむぐために～熊本地震 “災害リハ

ビリ”が守る命～」は、災害リハビリを通じて生活不活発状態を予防するという内容

だったが、リハビリには地域の支援が欠かせないことがよく分かった。東日本大震災

の教訓を伝える意味からも、熊本でこうした番組を放送してはどうか。 

 

○ ７月１５日(金)のクローズアップ東北「再開 故郷の駅～避難解除 それぞれの再

出発～」は、避難指示の解除にともない、５年４か月ぶりに再開した常磐線の小高駅

と周りの人々の思いを取り上げた番組だったが、全体を通して人々の思いを丁寧に伝

えていた。平野哲史アナウンサーや荒響子キャスターの穏やかな話し方が番組に合っ
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ており、平野アナウンサーの「あなたの思い出の駅と重ね合わせてご覧ください」と

いうコメントには胸を打たれた。 

 

○ ７月１６日(土)のみちたん～ああ！すばらしきセカイ～「ようやく３回目」(総合・

東北ブロック 前10:05～10:30)はとてもおもしろかった。マイナーな場所を取り上げ

ながらもその内容は濃く、田中要次さんのナレーションも番組に引き込む効果があっ

た。 

 

○ ７月１６日(土)の「みちたん～ああ！すばらしきセカイ～」の、「ようやく３回目」

というサブタイトルには、取り上げる話題が見つからず苦労したというニュアンスが

含まれているようで、違和感を覚えた。取り上げられた４つのスポットのうち、青森

の手作りアイスを「ずっと変わらない夏の風景がここにはある」とコメントしたのは

印象的でよかったが、科学的には存在しないとされているＵＦＯに関する資料館を取

り上げたのはあまり感心しない。また、鳴子の農民の家についても、心に迫るものが

少なかった。 

 

○ ７月４日(月)の東北発☆未来塾 高校生のチカラ １時限目「島の三段活用 過

去・現在・未来」は、重いテーマに高校生たちが向かっていく姿勢が頼もしかった。

地域の人の意見を聞きながら成長していく姿を温かい目で見守っていきたい。彼らが

実際に話し合っている場面をもっと見たいと思ったし、初回の放送時間が午後１１時

台と遅いので、多くの高校生が見やすい時間に編成してほしい。 

 

○ ７月４日(月)の「東北発☆未来塾」を見て、改めてこの番組は講師の力による部分

が大きいと感じた。今回は岩本悠さんの指導によって生徒たちが変わっていく様子が

心強かった。ただ、生徒たちが農業を手伝う様子などの映像がなかったのが残念だっ

た。 

 

○ ５月９日(月)の「むちむち！」(Ｅテレ 後7:25～7:55)は、今回が第２弾となる放送

で、「ＬＧＢＴ」と「くさや」の言葉の意味を、実際に現地に行って学ぶ高校生たちの

様子を取り上げていた。昨年放送された第１弾に比べて、出来すぎと言えるほどよい

内容だったが、「むちむち！」というタイトルはいただけない。タイトルを変えたうえ

で続けてほしい。 

 

○ ６月１７日(金)の歴史秘話ヒストリア「コーフン！古墳のミステリー」はおもしろ

かった。日本独特の前方後円墳について、なぜあの形なのかいまだに解明されていな

いものの、不老長寿の仙人が住むユートピアが中に入っている“つぼ”をモチーフに
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したのではないかという新説は興味深かった、また、群馬県で出土した古墳で、多種

多様なはにわによって王の生涯が描かれていたことも新鮮だった。仙台市にも遠見塚

に前方後円墳があるので、様々な想像がかきたてられる。その一方、番組内で「古墳

ブーム」と表現していたのは、実態とかけ離れているようで、言い過ぎだったのでは

ないか。 

 

○ ６月１８日(土)と１９日(日)のＮＨＫスペシャル「シリーズキラーストレス」(総合 

後9:00～9:49)は、敵から身を守るために備わったはずのストレス反応が、現代ではそ

れが暴走し命の危険につながるという内容が、とてもためになった。土曜と日曜の２

回シリーズで、狙ってそうしたのかはわからないが、ストレス対策として挙げられた

５つの対策のうち４つまでを１回目で紹介し、最後の１つの紹介を２回目に持ち越し

たのは、見ている側にとってはかえってストレスがたまる構成だった。 

 

○ ７月１１日(月)の週に放送された「連続テレビ小説 とと姉ちゃん」では、花山伊

佐次を演じる唐沢寿明さんの演技がこのドラマへの印象を大きく変えてくれた。花山

は戦時中に内務省で宣伝の仕事に携わったとき、誤った言葉を宣伝のために使ったこ

とで多くの人が犠牲になり、言葉の力の恐ろしさに気付いたと告白している。主題歌

の歌詞にある「どんな言葉並べても真実にはならない」という一節は、このエピソー

ドを暗示しているようだ。唐沢さんの演技は、ドラマにリアリティーを与えていた。

俳優の仕事は、登場人物の言葉や思い、体験した状況をその場にいない人にも伝える

という点で、ジャーナリストの仕事に似た部分がある。唐沢さんは見事にその役目を

果たしていた。 

 

○ ６月２２日(水)の「“くたばれ”坊っちゃん～愛媛発地域ドラマ～」(ＢＳプレミア

ム 後10:00～10:59)は、たいへんおもしろかった。夏目漱石の「坊ちゃん」において

は、地元ではいい役、悪い役というのが定着しているそうだが、それを逆手にとって

「坊ちゃんの正義感だけで世の中渡っていけるか」というメッセージが込められてい

るようで、大変痛快だった。９月には青森発地域ドラマの放送が予定されており、今

からとても楽しみだ。 

 

○ ６月２７日(月)の鶴瓶の家族に乾杯「綾野剛が体当たり取材 秋田県三種町ぶっつ

け本番旅」を見た。「家族に乾杯」はどちらかというと高い年齢層の方が安心して見

られる番組だというイメージを持っていたが、今はやりの若手俳優を出演させた組み

合わせが新鮮だった。番組では「じゅんさい鍋」が取り上げられた。秋田県全体では

「きりたんぽ鍋」が有名だが、放送を契機に、三種町のじゅんさいも広く全国に知ら

れるようになってほしい。 
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○ ７月２日(土)と１６日(土)のブラタモリ「＃４３ 会津」「＃４４ 会津磐梯山」は

大変よかった。会津さざえ堂ではおさい銭が１か所に集まってくるよう工夫されてい

たことを、地元にいながら知らなかった。それから、裏磐梯は山体崩壊によって生じ

た地形だが、それを見たタモリさんが「一番のごちそうの景色」とコメントしていた

のは、彼がこの旅を心から楽しんでくれたことを端的に表していたし、この番組の

ファンは全国に多くいるので、観光による地域活性化も期待できる。 

 

○ ７月１６日(土)の「ブラタモリ」では、130年ほど前に起こった山体崩壊について紹

介していたが、地質学的にはついさっき起こったばかりだということを改めて認識さ

せられた。タモリさんの感動する様子が見られてよかった。 

 

○ ７月３日(日)の日曜美術館「熱烈！傑作ダンギ ルノワール」では、クリエイティブ・

ディレクターの佐藤可士和さん、美術史家の高階秀爾さん、演出家・作家の大宮エリー

さんと個性的な３人が、それぞれの好きな絵を通じて持論を展開していく興味深い回

だった。特徴のある展覧会では、こうした談義を放送して展覧会を盛り上げるのも効

果的だ。 

 

○ ７月３日(日)のＮＨＫスペシャル「私は家族を殺した～“介護殺人”当事者たちの

告白～」(総合 後9:00～9:49)はとても衝撃的だった。この６年間に138件もの殺人や

殺人未遂事件が起きている件数の多さに加え、そのほとんどが不仲を理由としたもの

ではなく、仲がよく責任感の強い夫婦ほど事件を起こしてしまうという現実がショッ

クだった。事件を起こした人のほとんどがデイサービスを利用しているにも関わらず、

こうなってしまうのはなぜだろうという疑問が、番組を見た後も残った。現実に介護

をしている方にとっては、このサブタイトルで番組を見ることをためらった方もいる

だろうし、番組を実際に見て何を感じたかが気になる。 

 

○ ７月３日(日)のサイエンスＺＥＲＯ「七夕！天の川銀河の姿に迫る」は、これまで

知らなかったことが多く紹介されていてよかった。最新の調査でゆがんだ円盤型をし

ていることが分かったことや、英語でミルキーウェイ、日本語で天の川という呼び方

の語源、たくさんの矮(わい)小銀河を取り込んで今の天の川銀河ができていることな

ど、興味を引く話題が多かった。 

 

○ ７月４日(月)に再放送されたプロフェッショナル 仕事の流儀「一期一会、人生を運

ぶ～引越作業員・伊藤秀男～」(総合 後3:10～3:59)は、相手を思いやる仕事ぶりや職

業意識の高さにうならされた。この番組はいつもその道の達人が紹介され、働く人た
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ちの意識を高める効果がある。 

 

○ ７月７日(木)のファミリーヒストリー「矢野顕子～青森大空襲 祖父が救った命～」

は、東北ゆかりの方なので、より関心を持って見られた。大変才能のある方なので、

その才能のルーツは先祖にあるのではないかと考えながら、興味深く見た。 

 

○ ７月１１日(月)のクローズアップ現代＋「ついに来た！？“マネー”新潮流 ～ソー

シャル・インパクトの衝撃～」は、貧困対策や公共的な課題への投資が、意外と安定

的な利回りを生むことが取り上げられた。マネーゲームの再来といったリスク管理に

おける懸念もあるが、お金が必要なところにそれを届けるのが本来の金融の役割なの

で、番組で取り上げたことは意義がある。 

 

○ ７月１６日(土)の週刊 ニュース深読み「“親日国”でなぜ？ バングラデシュ テ

ロの衝撃」では、現地で活動しているＮＰＯの関係者を招いてコメントを求めていた

ことに感心した。テロの脅威にどう備えるべきか、自衛隊はどうなのかといった身近

な関心事だけでなく、これまでの支援や、信頼関係を構築するためにかかる時間、バン

グラデシュの国民性など、等身大のコメントを通じて、今回の事件の背景を深く知る

ことができた。また、小野文恵アナウンサーが、視聴者が感じるであろう疑問を投げ

かける役に徹していた点もよかった。こうした難しい時代だからこそ、全く知らない

人に現地の雰囲気を追体験させ、ともに考えることが大切だ。この番組はそうした点

をよく踏まえていた。 

 

○ ７月１６日(土)のＮＨＫスペシャル ＭＩＲＡＣＬＥＢＯＤＹ(ミラクルボディー) 

第１回「世界最強の人魚たち～シンクロナイズドスイミング ロシア代表～」(総合 後

9:00～9:49)では、選手の肉体を科学的に分析して、他国の選手とのひ臓の働きの違い

を明らかにし、長時間の無呼吸状態で華麗な演技ができる理由を突き止めていた。映

像も美しく、さすがＮＨＫと思わせる番組だった。 

 

○ ７月２０日(水)のＮＨＫスペシャル ＭＩＲＡＣＬＥＢＯＤＹ(ミラクルボディー) 

第３回「未知の能力を呼び覚ませ～義足のジャンパー マルクス・レーム～」(総合 後

7:30～8:15)は、科学的で感動的な番組だった。義足が有利に働いていないことが断定

できず、オリンピックには出場できなかったことは残念だが、パラリンピックでの活

躍に期待したい。 

 

○ リオデジャネイロオリンピックがまもなく始まる。青森県出身の福士加代子選手を

はじめ、東北にゆかりのある選手が多く出場するので、東北全体が盛り上がってほし
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い。一方、現地ではジカ熱への感染が心配だ。渡航する方はワクチンを接種するなど

十分な対策をとっていることと思うが、日本にいるとジカ熱に関する情報が不足して

いるように感じるので、ニュースで取り上げるなどして関心が薄れないようにしてほ

しい。 

 

○ ７月１７日(日)の日曜美術館「“暮し”にかけた情熱 花森安治３０年間の表紙画」

と、７月１８日(月)の「『とと姉ちゃん』と、あの雑誌」(総合 前 8:15～9:00)の両方を

あわせて見ることで、ドラマを一層楽しめた。初めは唐沢さんが演じる花山伊佐次の

怒鳴り方がひどいと感じていたが、モデルとなった花森さんの怒鳴り方が似ていたこ

とがこれらの番組を見て分かった。花森さんを「日曜美術館」で取り上げたことは粋

だったし、作品の幅の広さと多様さに改めて驚かされた。 

 

○ ７月１７日(日)のクラシック音楽館の「コンサート・プラス」では、「音楽になにが

できますか～仙台フィル・復興コンサートの記録～」が放送された。演奏家の皆さん

と事務局の我妻雅崇さんのインタビューを中心に、感動的なエピソードが多く盛り込

まれていた。演奏を聞いた方が、音楽を聞いて泣いてもいいんだと言って、涙を流す

シーンが特に印象的で、音楽の力をあらためて感じた。７月２４日(日)には、同番組

で東京特別演奏会が放送されるとのことで、地域を代表する交響楽団の活躍は誇らし

い。 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８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、１６日(木)、ＮＨＫ仙台放送局において、

８人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、視聴番組のクローズアップ東北「過疎・高齢化に負けない～被災

地発 住民主役の町づくり」を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行っ

た。 

最後に、７月の番組編成の説明、放送番組モニター報告と視聴者意向報告が行われ、

会議を終了した。 

 

(出 席 委 員 )  

   委 員      藤代 哲也 ((株)七十七銀行 常務取締役) 

   小林 好雄 ((株)出羽庄内地域デザイン 代表取締役) 

伊藤 一弘 (ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事) 

        照沼かほる (福島大学 行政政策学類教授) 

畑中みゆき (ＮＰＯ法人 High-Five 理事長) 

藤沢 清美 ((一社)岩手県芸術文化協会理事) 

藤村 ゆき (こまめ小町コーポレーション 代表) 

山田 理恵 (東北電子産業(株) 代表取締役社長) 

 

(主な発言) 

 

＜クローズアップ東北「過疎・高齢化に負けない～被災地発 住民主役の町づくり」 

(総合 ６月３日(金))について＞ 

 

○ ２８分間の番組は、釜石市の根浜地区と野田村大学の話題で構成されていたが、全

体的にテーマや焦点がはっきりせず、物足りない印象を受けた。過疎化・高齢化は全

国的な問題だが、それに立ち向かうヒントは被災地にあると言い切ったことはやや強

引かもしれない。また、文字のテロップが小さく、高齢者には見づらい画面構成だっ

た。 

  根浜地区のパートでは、桜を植えるといった活動も大切だが、その前に震災で崩壊

した地域のコミュニティーを再生していく過程も見たかった。野田村大学のパートで

は、３９名の学生がいることや、地域の方が先生役をしている点を取り上げたのはよ

かったが、番組のテーマに対して話題が散逸しているようにも感じた。テーマが際立

つ構成にしたほうがよかったのではないか。 
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○ 今回取り上げられた２つの地区に共通するのは、高齢化がすすみ、限界集落のよう

な状態から再スタートしている点だ。根浜地区の例では、まちづくりは時間がかかる

ことを前提として、番組に出てきたおばあさんたちが生きているうちに終わるかどう

かはわからないが、その点はとりあえず気にしないという前向きさが感じられ、ほほ

えましかった。自治会の佐々木雄治さんは、地域を復活させることが震災で亡くなっ

た方への供養になるという強い意思を持ち、地域の柱になって高齢者たちをまとめ上

げ、行政との窓口も含め全体をコーディネートしており、頼もしかった。 

  野田村大学の紹介に入るところで、司会の平野哲史アナウンサーが「みんながみん

な積極的にまちづくりに関わっていくわけではない」とコメントしていたが、地域づ

くりの必要性が叫ばれるなか、それを推し進めるのは一部の人であるという現状が踏

まえられており、その後の展開に期待を持たせる構成だった。２６歳と若い下向里奈

さんが中心となり活動していることに希望を持てたが、活動が楽しいというモチベー

ションだけでは長続きしないので、交流人口の増加が地域産業を活性化させ、なりわ

いにつなげていくことが必要だ。その様子を引き続き取材し、より掘り下げた番組を

期待したい。 

  

○ 震災からの地域再生というテーマの番組は、見てつらい気持ちになるような内容が

多かったが、この番組は見ていて心が温まった。頑張っている人や新しい試みを紹介

した点で、意義のある番組だったが、テーマに迫り切れていなかった点が惜しい。番

組の冒頭で「被災地にこそあなたのまちの将来を変えるヒントが隠されている」とコ

メントされたが、やや大げさな表現だと感じた。 

  根浜地区では自治会の佐々木さんが中心になって活動していたが、彼だけが頑張っ

ているようにも見えたので、実態はどうなのかを知りたかった。また、野田村大学も、

下向さんがすべてをコーディネートしているような取り上げ方だったが、運営体制な

ど、より深い情報がほしかった。 

  ２つのコーナーをつなぐ際に、「みんながみんな積極的にまちづくりに関わってい

くわけではない。そこにポイントがある。おもしろい取り組みがある」と、その先の

展開に期待を持たせるようなコメントがあったが、２つのコーナーの関連性が弱いよ

うに思えた。番組冒頭のコメントもそうだが、構成にやや無理があったように思える。 

 

○ 番組の冒頭で平野キャスターが「被災地にこそあなたのまちの将来を変えるヒント

が隠されている」、「高齢者が暮らしやすいまちづくり、自分たちの力で町の姿を変え

ていこうという住民のみなさんの熱意、団結力です」とコメントし、その先の内容に

大きな期待をしたが、内容は物足りなく、期待に応えられなかったと言わざるをえな

い。 



3 

  根浜地区のパートは、植樹の場面では住民の方々の明るい表情も見られたが、その

あとは、病院や買い物、交通手段といった不安ばかりが取り上げられ、住民の熱意や

団結力があまり感じられなかった。行政とのキャッチボールが大切と触れられていた

ものの、それは当たり前のことで、根浜地区の特色や地域特有の課題、それに対する

行政の対応についてもっと掘り下げてほしかった。 

  野田村大学のパートは、交流人口を増やす試みとしてはとてもいい発想だ。しかし、

番組ではカリキュラムや学生の募集方法などには触れることはなく、活動内容がよく

わからなかったというのが正直な感想だ。また、実際に村を訪れて授業を受けている

様子も１人だけの紹介だったので、不自然さを感じた。 

 

○ 時間が短かったこともあるだろうが、番組全体として、もっと踏み込んだ説明がほ

しかった。 

根浜地区の佐々木さんが「自分のふるさとだから自分でよくする」と話しており、

住民が自ら考えて行政に要望を出し、まちづくりを主体的に進めることの大切さはよ

くわかったが、病院や買い物、バス、交通機関、介護施設などの生活インフラの対策

はどうなっているかという点についても知りたかった。野田村大学はおもしろい取り

組みだが、リーダーの下向さんが中心に取り上げられており、彼女を支える人々や、

組織がどのように運営されているかといった、より具体的な部分を紹介してもよかっ

た。 

  ２つの例を見て思うのは、やる気があってみんなをリードする人がいるかどうかが

大切で、そういった人に刺激を受けて、ほかの住民が引っ張られていく構図だ。経済

の活性化や、産学連携の成功例を見ても、その地域に中心人物がいるかどうかが決め

手になることが多い。番組がリーダーの大切さを強調したかったのであれば、そうし

た人材をどのように育成するのかといった点や、地方創生に向けた具体的な成功事例

についても、紹介してほしかった。 

 

○ 被災地の過疎・高齢化をテーマにすると、暗く重苦しい雰囲気で始まる番組もある

中で、この番組は、おばあさんが明るい笑顔で桜を植樹するシーンが導入部にあり、

明るい雰囲気で始まっていた。根浜地区については、番組が進むにつれ、病院や交通

の便など、厳しい現実にも触れられ、こちらが本質だったのではないかと思わされた。

自治会長の佐々木さんが尽力する姿はよく伝わってきたが、周りの住民の方の意識の

高さは、番組からは見えにくかった。同じテーマを１年後、２年後に取り上げたとき、

住民の意識の変化に着目してみてはどうか。移転した集落の人たちは、ゼロからのス

タートでありながら、伝統を残さなくてはならないという問題を抱えていると思う。

伝統が守られつつも、新しい地域文化がそこから生まれることを期待したい。 

  野田村大学の取り組みは、交流人口の増加で地域活性化を図る取り組みで、村に住ん
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でいる人たち全員が先生だと紹介されていたが、実は静かに暮らしたい人もいるので

はないかと疑問が湧いた。現段階では３９人の生徒がおり、今後生徒数が増えたとき、

どのような活動に取り組んでいこうとしているのかをより深く知りたい。 

 

○ ２８分間の番組に２つの話題を入れたことで、結果的に掘り下げ不足の印象を受け

た。また、２つの話題に共通して、中心となって活動している人物の描写が多く、そ

の周りの人の姿が見えにくかった。平野キャスターのコメントは、言葉に力が入り過

ぎているような印象を受けた。たとえば、根浜地区の取り組みを受けて「佐々木さん

たちの意見がまちづくりにしっかりと反映されている様子がわかりました」と断定し

なくてもよかったのではないか。それらの課題も含め、視聴者には、進行に無理があ

る番組という印象を与えてしまったのではないか。 

２つの取り組みを比べたとき、野田村大学の取り組みの方がより具体的に紹介でき

ていた。村民全員を先生役にするというコンセプトに沿って、活動をよりよくしよう

という意見が住民から出てきており、住民の意識の変化が描き出されていた。下向

さんは２６歳の若さで熱意とリーダーシップを持って取り組んでおり心強かったし、

農業や漁業、伝統芸能など、地域にあるものを新しい視点で見直していく取り組みは

興味深く、地域活性化の基盤になるという点からも非常によい取り組みだと感じた。 

 

○ 高齢化は日本全体の問題でもあるが、東日本大震災によって被災地では過疎化とと

もに高齢化が急速に進んでいる。被災地での取り組みは、全国的な課題を解決する糸

口になりうるという点で、東北だけの放送ではなく、全国に発信してほしい番組だっ

た。 

  ２つの地域の取り組みが紹介されたが、根浜地区はリーダーの精力的な活動で、行

政が柔軟に住民の意見を取り入れていることがポイントだ。野田村大学の取り組みは、

他にはない新たな取り組みで印象的だった。目新しさという点からは、野田村大学に

力点を置いた構成でもよかったのではないか。 

  どちらの取り組みにも、強力なリーダーがけん引し、それに触発された周囲の方が

リーダーを支えていくという構図がある。リーダーの力だけではなく、周りの意識の

変化や、野田村を訪れる学生にも焦点を当てた続編を見てみたいと思った。 

 

○ 短い時間ながらも、２つの地域の新たな取り組みを分かりやすくまとめられており、

映像も全景とアップが効果的に使い分けられており、綺麗な仕上がりだった。その一

方、今回は前向きな取り組みにスポットを当てたことで、その他の地域にある「やり

たくてもできない」という悩みを見えにくくしてしまった部分もあるのではないか。

今後も被災地全体を見渡して様々な取り組みを幅広く紹介してほしい。 

根浜地区と野田村大学に共通するのは、リーダーシップが強いキーマンの存在だ。
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根浜地区は、行政側の発想とは異なる、自分たちの町づくりのアイデアに感心した。

震災で家族を亡くしながらも地域復興を願う佐々木さんには頑張って欲しい。野田村

大学の取り組みは、交流人口を増やすためのユニークな取り組みだし、村民も誇りを

持ちつつ自分の専門以外にも興味を持つので、おのずと地域の活性化が図られる。

「100人のファンより10人のコアなファン」のコンセプトが大切だと思う。３９人の

学生の今後に期待したい。 

 

＜放送番組一般について＞ 

 

○ ５月２０日(金)の福島スペシャル「故郷をあきらめない ～原発避難区域 人々の

１年～」(総合・福島単 後7:30～7:58)は、大熊町や南相馬市小高地区の人々の１年を、

見守るように丁寧に描いた番組で、優しい映像とやわらかな語りで、じんわりと切な

い気持ちになった。今後も続けていってほしい。 

 

○ ５月２５日(水)の「はまなかあいづＴｏｄａｙ」（総合・福島単）では、５月１３日

(金)のクローズアップ東北「そして村は動き始めた～熊本地震 東松島・応援職員の

１か月～」(総合・東北ブロック 後7:30～7:58)を再構成したリポートを放送していた。

「クローズアップ東北」とほぼ同じ内容だったが、再構成して放送していることにつ

いて言及がなく、違和感を覚えた。初回の放送から日が経っており、追加取材した映

像を期待した視聴者もいただろうから、番組を再構成したコーナーである旨を伝えた

ほうがより適切だった。 

 

○ ５月２８日(土)の「みちたん～ああ！すばらしきセカイ～」(総合・東北ブロック 前

10:05～10:30)は、東北のディープな部分を知ることができた番組だ。今回は仙台大観

音が海外旅行者の注目を集めていることが特に興味深かった。４つのテーマそれぞれ

が深く取材されており、時間配分も良いバランスだった。 

 

○ ５月２８日(土)の「みちたん～ああ！すばらしきセカイ～」では、１回目と変わら

ぬディープさを楽しんだ。閉鎖が決まった盛岡バスセンターが心にしみた。放送日時

が一定ではないため、楽しみにしている人も見逃してしまうおそれがある。次回は７

月とのことだが、今回の番組では具体的な日時の告知がなかったので、放送日時が決

まったら、ＰＲを工夫し多くの人が見られるようにしてほしい。 

 

○ ６月７日(火)の「おはよう秋田」(総合・秋田単)の中で放送された「花嫁たちが集う

まつり」というリポートは、能代市の「嫁見まつり」を取り上げ、５分程度の時間で

わかりやすく祭りを紹介していた。祭りを通して地域活性化につなげようとする地域



6 

の動きも紹介しており、地域おこしのヒントにもなるリポートだった。 

 

○ ６月１２日(日)の「ふくしまをパラダイスにするための会議」(総合・福島単 前0:50

～2:03)は、奥羽大学での公開収録番組で、同じく福島で放送している「ふくしまパラ

ダイス」と同じように、福島を元気にしようと活動している若者たちがプレゼンする

構成の番組だった。ゲストで出演していた飯田泰之さんのコメントには興味深いもの

が多かった。深夜の放送だったが、より多くの方が見やすい時間に放送してもよかっ

たのではないか。 

 

○ ５月２７日(金)の「熊本へ ｆｒｏｍ 東日本」(総合 前10:15～10:41)の中で、東

日本大震災から２か月後の平成２３年５月に初回放送されたクローズアップ東北

「“こころ”を救う ～宮城・名取 心療内科医の２か月～」が放送された。当時多

くの方が感じていたであろう思いがよみがえってきた。風化を防ぐ意味でも、機をと

らえて過去の番組を放送するのは有意義だと思う。 

 

○ ５月２９日(日)の明日へ つなげよう 復興サポート「スポーツで わが町に夢

を！～宮城県・女川町～」は、スポーツを通じたまちづくりに取り組む各地の事例が

具体的に紹介されており、参考になった。女川町の会場に集まった参加者がやや少な

かったので、もっと大勢に聞いてもらったほうがよかった。 

 

○ ６月１３日(月)の東北発☆未来塾 ６年目のボランティア講座（２）「Ｂｏｙｓ ＆ 

Ｇｉｒｌ ｉｎ 仮設住宅」では、福島大学が取り組んでいる「いるだけ支援」が取

り上げられた。仮設住宅に暮らす方々が、地域の住民とのコミュニケーションに悩む

姿など、その本音が引き出されており、意義深い番組だった。 

 

○ ５月１４日(土)の「夢をかなえるアン・ドゥ・トロワ～ルグリと目指せバレエの饗

（きょう）宴～」(Ｅテレ 後3:00～4:00)は、「ＮＨＫバレエの饗宴」に出演していた

少年少女の舞台裏を追った番組だったが、指導を受ける子たちからは、１０代であり

ながら、トップアスリートと同じような意識の高さが感じられた。表舞台の華やかさ

の裏にある努力に着目したことは興味深く、今後もこうした番組を制作してほしい。 

 

○ ５月１８日(水)のＪｏｕｒｎｅｙｓ ｉｎ Ｊａｐａｎ「秋保 名将の心をたずね

て」は、Ｇ７財務大臣・中央銀行総裁会議が行われた機をとらえて制作された番組だ

が、旅人のピーター・マクミランさんが秋保地区を魅力的に伝えておりよかった。今

後も、東北の魅力を世界に向けて発信する番組を期待したい。 
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(ＮＨＫ側) 

「Ｊｏｕｒｎｅｙｓ ｉｎ Ｊａｐａｎ」は、ＮＨＫワールドＴＶのオン

デマンドで配信している。専用のアプリもありスマートフォンを使って気

軽に番組が見られるようになっている。 

 

○ ５月２１日(土)の目撃！日本列島「ありのままの君を～新卒採用大改革～」は、東

京のタクシー会社がペーパー試験やプレゼンテーションをなくして採用活動に取り

組む様子が取り上げられており、興味深かった。現在の就職活動の行き過ぎの部分や、

型にはまりやすい日本人ならではの習性が浮き彫りにされており、考えさせられた。 

 

○ 「クローズアップ現代＋」に印象的な回が多い１か月だった。５月２６日(木)の「追

跡！ペットビジネスの闇」は、悪質なペット業者による「飼い殺し」が衝撃的だった

が、殺処分を減らそうという動きにも触れていたのは救いになった。６月２日(木)の

「“奨学金破産”の衝撃 若者が…家族が…」は、奨学金を借りることに不安を感じ

ている学生の声を取り上げて問題の深刻さを際立たせており、国による対策の必要性

を強く感じた。６月８日(水)の「傷ついても、きっと歩きだせる～附属池田小事件  

１５年目の“子どもたち”～」では、事件の当事者であるかつての子どもたちが出演

しており意義深い。６月１４日(火)の「緊急報告 アメリカ銃乱射事件」は、移民の受

け入れと銃規制、同性愛の権利というアメリカが抱える三つの問題を的確な進行と適

切なコメントで紹介し、今後より分断が深まるのではないかという分析もうなずける

ものだった。６月１５日(水)の「最新報告 沖縄・米軍属女性殺害事件」は、同じ日

のあさイチ「アッキーがゆく もっと知りたい！沖縄 ２０１６」ともつながる内容

で、表に出てこない犯罪や事件の多さに衝撃を受けた。「クローズアップ現代＋」は、

今年度から放送時間が午後１０時台に変わり、交代制のキャスターや複数のゲストな

ど演出も新しくなったが、違和感なく見られている。 

 

○ ６月３日(金)のドキュメント７２時間「ゆきゆきて 酷道４３９」は、「酷道」とい

うタイトルにも目を引かれたが、限界集落や消滅可能性都市といった今の日本の問題

について、その現状が映像からかいま見え、考えさせられた。 

 

○ ６月４日(土)と１１日(土)の「ブラタモリ」では、伊勢神宮を取り上げていたが、実

際に行ってみたいと思える内容だった。「ブラタモリ」から続く「土曜ドラマ トッ

トてれび」も大変おもしろく、２つの番組を続けて見てしまうような、流れの良さが

ある。 

 

○ ６月４日(土)の「ドキュメント 蜷川幸雄 最後の挑戦」(ＢＳプレミアム 後7:00
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～7:59)は５月に亡くなった蜷川さんの人生を描き出したいい番組だった。特に、若い

演劇人に向けた「口惜しいことや辛いことを背負っていないと成長しない」、「ちっ

ちゃい自分と戦いながら向かうことが人間を成長させる」といった言葉は、彼の後半

生はそれらを体現していたのではないかとも思え、胸に迫る番組だった。 

 

○ ６月５日(日)の「ＮＨＫのど自慢」では、冒頭で音声に障害があった。原因を検証

し再発防止に努めてほしいが、改めて生放送の大変さを感じた出来事だった。 

 

○ ６月６日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「巨大港スペシャル！日本経済を

支えるプロたち～密着！名古屋港～」(総合 後7:30～8:43)では、名古屋港で働く水先

人、船食、浚渫船（しゅんせつせん）、ゴライアスクレーン、ストラドルキャリアの

５つの仕事を取り上げた。この番組は通常は１人を紹介するが、それぞれが関連しあ

う５つの仕事を取り上げたのは新鮮だった。それぞれが高いプロ意識と高度な技術を

持ち合わせており感心した。 

 

○ ６月８日(水)のガッテン！「初夏だ！そらまめパラダイス」は、これまで知らなかっ

た見分け方が丁寧に紹介され、新たな知識を得ることができた。この番組は、前身の

「ためしてガッテン！」の頃から、パネルや模型に手作りのような味わいがあり、そ

れを手で動かすことも含め、あたたかみのある演出が好ましい。 

 

○ ６月９日(木)のミュージック・ポートレート「吉田鋼太郎×藤原竜也 第１夜」や、

６月１１日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「藤山直美×香川照之」

など、かつてはＢＳ２で多く放送していた、文化や教養を扱った番組がＥテレで最近

は多く放送されているように思える。ぜひ継続してほしい。 

 

○ ６月９日(木)の深夜に、「歴史秘話ヒストリア」で新選組を扱った回がまとめて再放

送された。同じ題材を続けて放送していたのが目新しく感じられた。勝者によって歴

史が書き換えられるのは世界共通の常識だが、いわば敗者である彼らの側に立ったこ

うした番組が続けて放送されたことで、使命感を持って生きた若者たちの青春群像が

浮かび上がるように感じた。 

 

(ＮＨＫ側) 

今回の編成は、翌日６月１０日(金)の「歴史秘話ヒストリア」が新選組

をテーマにしていたため、それに向けた盛り上げを企図し、同じテーマを

縦型の並びで編成したものだ。なお、東北ブロックではプロ野球中継のた

め１０日には放送しなかったが、全国向けの編成としては、そうしたねら
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いがあったことを付け加えたい。 

 

○ ６月１１日(土)のＮＨＫスペシャル 私たちのこれから「＃不寛容社会」(総合 後

9:00～9:50)、は、双方向の演出もうまく活用されていてよかった。こうしたテーマは

特にＥテレでよく見られるが、「ＮＨＫスペシャル」で取り上げたことには意義があ

る。 

 

○ ６月１１日(土)の海外出張オトモシマス！「フィンランド 北欧雑貨買いつけの旅」

(総合 後11:00～11:30)は、おしゃれな雑貨を買い付けるバイヤーに若者が同行する様

子を紹介した番組だったが、一般に知られていない仕事を取り上げたことがよかった。

印象的だったのは、ずっと探してようやく最後に見つけた四つ葉のクローバーの柄を

「日本の顧客は好まないから」という理由で買わなかったところで、品質がよいもの、

技術が高いものだから売れるのではなく、顧客が何を求めているかがより大切という

ことを端的に示していた。 

 

○ 「トットてれび」は、黒柳徹子さんが素敵で格好のいい女性だということを再認識

した、本当に楽しい番組だ。６月１８日（土）の放送が最終回だが、もっと続けてほ

しいと思えるほどだ。 

 

○ 「とと姉ちゃん」は、主題歌の雰囲気もよく、いつも楽しみに見ている。 

 

○ Ｅテレの「考えるカラス」は、身の回りの不思議な現象を題材に「科学の考え方を

学ぶ」というテーマがおもしろく、また、蒼井優さんや斎藤工さんなど、目立たない

ところで有名人を起用していることも含め、毎回楽しみに見ているが、再放送が多い

ので、新作の割合をもっと高めてほしい。 

 

○ 最近、仙台市内も含めた東北各地で熊が出没している。その原因について、生態系

や自然の変化によるものなのかも含め、東北の各局が取材し、番組で取り上げてみて

はどうか。 

 

○ 山歩きやトレッキングが流行していることもあり、熊よけの対策や出没情報などを

手厚く伝え、人々の安全に資する情報発信を、ＮＨＫには期待したい。 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８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、１９日(木)、ＮＨＫ仙台放送局において、

９人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、「平成２７年度東北地方向け放送番組の種別ごとの放送時間」に

ついて、報告があった。続いて、視聴番組のクローズアップ東北「熊本地震“東北の

力”で命を守れ」「そして村は動き始めた～熊本地震 東松島・応援職員の１か月～」

を含め、放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、６月の番組編成の説明、放送番組モニター報告と視聴者意向報告が行われ、

会議を終了した。 

 

(出 席 委 員 )  

   委 員      藤代 哲也 ((株)七十七銀行 常務取締役) 

   小林 好雄 ((株)出羽庄内地域デザイン 代表取締役) 

伊藤 一弘 (ＮＰＯ法人かなぎ元気倶楽部 専務理事) 

        伊藤 洋平 (秋田清酒(株) 代表取締役社長) 

寺島 英弥 (河北新報社 編集局編集委員) 

照沼かほる (福島大学 行政政策学類教授) 

長谷川 登 (東北電力(株) 常務取締役) 

畑中みゆき (ＮＰＯ法人 High-Five 理事長) 

藤沢 清美 ((一社)岩手県芸術文化協会理事) 

 

(主な発言) 

 

＜クローズアップ東北「熊本地震“東北の力”で命を守れ」(総合 ５月６日(金))  

「そして村は動き始めた～熊本地震 東松島・応援職員の１か月～」 

(総合 ５月１３日(金))について＞ 

 

○ ５月６日(金)の番組では、最前線の医療従事者の献身的な活動を取り上げており、

胸が熱くなった。また、災害関連死や集団感染を防ぐための取り組み、地元医師が災

害医療コーディネーターとして立ち上がる姿をよく取材していた。 

  ５月１３日(金)の番組では、東松島市の職員が西原村の応援に入る様子を取り上げ、

東日本大震災の教訓をもとに作成した災害対策マニュアルを活用し、り災証明書の発

行に向けた支援など、行政機能を立て直す様子を伝えていた。東日本大震災の教訓が、

そのまま熊本に適用できるわけではないことにも触れられており、経験の蓄積と共有
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をすすめるとともに、災害への備えを日頃から点検し、見直していくことが大切だと

感じた。 

２つの番組に共通して、東北あるいは全国から支援の手が差し伸べられていること

がよくわかったが、国や県がどのようにリーダーシップをとっているのかがあまり見

えてこなかった。 

  

○ ２つの番組はどちらも、タイムリーで見ごたえがあった。登場する方々の言動は経

験に裏打ちされて重みがあり、的確に対応していく姿は見ていて心強かった。 

  ５月６日(金)の番組では、平野哲史キャスターが「数字には表れないが、東日本大

震災の経験を踏まえた適切な対応で助かった命があることも大切な事実です」とコ

メントしており、まさに同感だ。震災のつらい経験が、別の地域で助けになることを

伝えたのは、東北の人々にとってある種の救いとも言える。 

  ５月１３日(金)の番組では、東松島市のチームが持ち込んだ災害対策マニュアルが

実際に役立っている部分が紹介された。コメントにもあった「経験を共有する重要さ

と、災害への備えを常に見直していく必要性」には共感する。 

  疑問に感じたのは、どの段階からＮＨＫのスタッフが同行していたのかという点だ。 

  

○ ２つの番組に共通して、東日本大震災の経験を踏まえた人たちが、熊本でポイント

を押さえた支援にあたっていたのが印象的だった。ＤＭＡＴチームの方々が、自分た

ちが味わった無力感を原動力に、現場で考えながら医療活動を行うことが、前の震災

で得た教訓だと話しており、それがよどみない判断につながっているようにも思えて、

たいへん心強かった。災害関連死を防ぐための的確な対応を取材していたのもよかっ

た。西原村自治体の応援に入った方々も、経験をもとにした的確なアドバイスで、行

政体制を合理化していったことも見事だった。大きな災害の陰に隠れてしまいがちな

問題を解決するために、東北のチームが果たした役割は大きく、番組が取り上げてい

たことは意義深い。５月１３日(金)の番組は、東北と九州、両方で学んだことが今後

生かされることが必要だとまとめられていたが、まったく同感だ。 

 

○ ２つの番組に共通していたのは、２８分の中に情報を過不足なく盛り込み、テンポ

よく見られる構成だった。 

  ＤＭＡＴについては、災害を生き延びたのに救えなかった命があったという東日本

大震災の苦い経験を踏まえ、組織や手順が整備されており、教訓がいかされていた。 

  東松島市の職員の応援については、災害対策マニュアルの詳しさと、それを実践し

ていくスピードに驚かされた。ここにも震災の経験がいかされていたし、全国に広く

発信してほしい。一方、番組は行政からの視点が多いようにも感じた。たとえば、住

宅の解体にストップがかかる場面では、行政と住民の意見のぶつかり合いを抑制的に
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表現していたようにも見えた。実際はより強い衝突があったのではないか。バランス

を保つためには、住民の視点もより多く盛り込むべきだったのではないか。     

  疑問に感じたのは、東松島から熊本に行く費用も含め、どのような仕組みで応援職

員を派遣したのかという点だ。 

 

(ＮＨＫ側) 

職員の応援については、長期出張の扱いで、東松島市側が費用を負担し

ていた。 

 

○ ２つの番組に共通して、支援の恩返しというストーリーが通底しており、胸を打た

れた。キャスターのコメントも丁寧でわかりやすく、また、映像も作為的なところが

なく、短い取材期間にも関わらず、仕上がりのよい番組だった。 

  ５月６日(金)の番組で取り上げられたＤＭＡＴについては、その存在と活動を詳し

く知らなかったが、すばらしい活躍ぶりだった。医師と看護師に加えてロジスティク

スの担当が入っていたのが、迅速で的確な支援を行うために大切だったように思える。

また、災害関連死を減らす観点については、過去の経験がよく生かされていた。ＤＭ

ＡＴという急性期支援が終わったあとは、地元の医療コーディネーターを中心とした

活動に引き継がれるが、うまく機能するよう願っている。現地の職員の疲弊や、衛生

対策の重要性に触れていたのもよかった。 

  ５月１３日(金)の番組で取り上げられた自治体への応援については、派遣された３

人の見事な活躍ぶりに感心した。行政が混乱したときにどう対応するかというマニュ

アルが整備されていたことにも、震災の教訓が生かされていた。 

  大切畑地区の大谷幸一区長が村役場に行って怒りをぶつけるシーンがあったが、あ

の表情には、り災証明書の発行が遅れることで復旧が妨げられるという制作者側の強

いメッセージが感じられた。 

   疑問に思ったのが、なぜこれらの番組で同行取材が可能になったのかという点だ。 

 

○ 同行取材も含めて、取材する側にも東日本大震災の経験が生かされていた。全体の

印象としては、刻々と変化する現場の課題や被災者のニーズ、それに対応する関係者

の対策と効果がわかりやすく描き出されていた。また、混乱する現場の中で、先を見

通している人間、つまりかつての震災を経験した人間がいることの重要性が示されて

いた。ＤＭＡＴにしても行政にしても、支援のポイントは、目の前の現実に追われる

ことで手いっぱいで混乱する現場の中で、コーディネーター役を務め、一定期間が過

ぎたら地元のパワーだけで機能する体制へと引き継ぐことだ。 

  ５月６日(金)の番組で、東北大学や福島医科大学のＤＭＡＴが、東日本大震災での

経験を熊本の現場で見事に生かして、震災のときに救えなかった命を熊本で救ってい
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る姿は感動的で誇らしかった。また、東日本大震災のときに被災地に入った医師がそ

のときの経験を生かして専門スタッフをチーム化し、自らはコーディネーターとして、

高齢で虚弱な人たちを救うことに経験を生かしていた。東北の人間だけではなく、東

北に関わった人にも経験の遺伝子が息づいていることは心強い。 

  ５月１３日(金)の番組では、東松島市から派遣された職員に視点を絞ったことで、

東日本大震災との比較から、復旧に向けた課題や、行政が選択した対応の共通点と違

いが浮かび上がっていた。たとえば、大きな地割れが近くにある家をどう判定するか

という点などは今回の特徴と言える。また、り災証明書の発行が遅れ、復旧を阻害し

ているとたびたび報じられているが、手続きの体制を構築できない役場の状況を描く

ことで、問題の背景がよく理解できた。東日本大震災のときは取材陣が集中した場所

と、全く来なかった場所があり、その後の復興の遅れにもつながった。その意味では、

この番組で西原村を取り上げたことは適切だった。 

  現在、憲法を改正して緊急事態条項を付け加えることについての議論が一部でなさ

れている。しかし、２つの番組を見て思うのは、現場の問題解決は、現場を一番よく

知る人の知恵から始まるということだ。国が主導することでかえって現場を混乱させ

ないかも考慮しながら、慎重な議論が必要だ。 

 

○ 今回の番組は、多くの映像素材があったと思うが、わかりやすくコンパクトにまと

められていた。また、キーワードとなる言葉について、テロップの色が工夫されてお

りわかりやすかった。平野キャスターのナレーションはゆっくりとしていて話が聞き

取りやすく、まとめのコメントも適切だった。医療支援の様子を伝える映像は、施設

を全体的に映しており、現場の全体像を把握しやすかった。 

  関連死が防がれたことは、東日本大震災の経験が生かされたことを端的に実証して

おり、たいへん意義深い。また、り災証明書の発行の遅れについては、国が何らかの

対策を講じなくてはならないと感じた。 

ＤＭＡＴという言葉が多く使われていたが、日本語訳がよくわからなかったので、

より丁寧な解説が必要だったのではないか。また、災害関連死について、東日本大震

災のときに3400人以上が亡くなっているという部分をテロップなどで強調してもよ

かったのではないか。 

 

○ ２８分の番組を２回に分けて放送したことで、テーマごとにわかりやすくまとめら

れていた。 

  ５月６日(金)の番組は、福祉分野に医療分野が入っていくことの必要性や、ＤＭＡ

Ｔが撤収した後の体制づくりの重要性がよく理解できた。平野キャスターのコメント

にもあったが、今回の対応で助かった命があることは、きちんと理解すべきだ。 

  ５月１３日(金)の番組は、東松島市が経験を教訓として役立て、目の前のことに追
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われがちな現場へ的確に助言していたのが心強かった。り災証明書が問題になってい

たが、この問題は国や県がきちんと対応するべきだ。また、東松島市のマニュアルが、

国の施策にどのように反映されているのかなど、より深く知りたい。 

  つらい災害の経験を通じて、生きた知恵を身につけた者が、熊本地震の現地に赴い

て支援をしたことはたいへん意義深く、それを番組でしっかり取り上げたことは適切

だった。 

 

○ 番組が２つに分けられていたが、はじめに命に関わるテーマを取り上げ、その次に

自治体を機能させるテーマを取り上げたのは、放送の順序として適切だった。 

  ５月６日(金)の番組で取り上げられたＤＭＡＴは、東日本大震災の経験を踏まえた

人が現地に入ることが、単なる支援にとどまらず、精神的な支えにもなっていたこと

を示していた。教訓をそのまま適用できなくとも、マネジメントの重要性など、ポイン

トを押さえた支援を行う姿を伝えたことには大きな意義がある。ノロウイルスの集団

感染を防ぐための対策など、全国で役立つ知見が多く盛り込まれており、全国放送し

てほしい番組だ。 

  ５月１３日(金)の番組で取り上げられた応援職員も、西原村と東松島市とのつなが

りをきっかけに派遣されたもので、精神的な支えになっていた。マニュアルが全て解

決するわけではないが、自治体が組織を再編して住民のニーズにこたえることが大切

である点がよく取材されていた。り災証明書の問題は今後も同様のケースは想定され

るので、国や県、自治体の連携など手段を講じるべきだし、今回の番組は問題をしっ

かり提起できていた。 

 

(ＮＨＫ側) 

５月６日(金)の番組で同行取材が可能になった経緯は、はじめ取材対象

を決めずに現地入りしたが、近くに東北のＤＭＡＴがいることがわかり、

東日本大震災の教訓をどう生かすかという問題意識が共通していたことで、

同行取材が可能になった。 

５月１３日(金)の番組では、西原村に支援が行き届いていない状況につ

いて、番組で取り上げた３人の前に先遣隊を派遣していた東松島市を通じ

て知り、同行取材できた。報道陣が殺到することが現場で問題にもなりか

ねない状況の中、目的を明確にした取材と、それを伝えることの意義が大

切だと考えている。 

全国放送については、５月６日(金)の番組の取材で得た素材を活用して、

４月２１日(木)と２６日(火) の「クローズアップ現代＋」、２３日(土)の「Ｎ

ＨＫスペシャル」を制作し、全国放送した。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○ ３月２４日(木)の大好き東北アニメ「想(おも)いのかけら」(総合・東北ブロック 後

8:15～8:40)は、見てほっこりする作品だった。爽やかな雰囲気の一方、甘くない現実

も描いており、ＮＨＫと福島ガイナックスの本気を見た気がする。続きがあるような

終わり方ではなかったが、続編にも期待したいし、再放送もしてほしい。 

 

○ ４月２２日(金)のクローズアップ東北「牛歩のごとく 一歩一歩 ～震災６年目 高校

生の旅立ち～」(総合・東北ブロック 後7:32～8:00)と５月６日(金)の「がんばっぺラ

ジオ 2016 卒業」(総合・東北ブロック 後8:00～8:40)は、どちらも長年丁寧に取材を

積み重ねた集大成のような番組だった。この春に、これまで牛の世話をしてきた高校

生２人が信念を持って就職した姿を「まぶしい」と表したコメントに共感した。また、

女川さいがいＦＭに携わってきた阿部真奈さんが「震災のことを忘れないけど引きず

らない」と話していたことが胸に残った。今回の放送が一区切りとなるが、今後も折

にふれて取り上げてほしい題材だ。 

 

○ ５月６日(金)の「がんばっぺラジオ 2016 卒業」は、定点取材を通じて、それに携

わる人々が成長する姿を描いた番組だったが、女川さいがいＦＭを運営する難しさも

見てとれた。若者が未練を感じつつも、何かを見つけて次に踏み出していく一つ一つ

の場面が感動的だった。 

 

○ ５月７日(土)の「ウイークエンド東北」では、キャスターの大嶋貴志アナウンサー

が東北風土マラソンに参加した様子を紹介していた。王子のような仮装がコミカルで、

自ら地域のイベントに飛び込んでいく姿は好ましい。 

 

○ ５月１３日(金)のやまがたスペシャル「“手仕事”から生まれるデザイン」(総合・

山形県域 後7:30～7:58)は、地域から発信する番組として意義のあるものだった。パ

ソコンを使わないデザインを心がけている２８歳のデザイナーの吉田勝信さんを取

り上げ、手仕事ならではの味わいや独特の温かみを大事にしたいという心意気が伝

わってきた。また、変わらずに残っている地域文化の延長に自分のグラフィックデザ

インを置きたいという考えにも感心した。番組はＥテレの「人生デザインＵ－２９」

で放送した番組を再構成したものとのことだが、地域で頑張っている人が広く全国に

紹介されるのはいいことだ。 

 

○ 「君に見せたい東北がある」というミニ番組は、魅力的なＰＲ番組だ。案内役の男

性のキャラクターに興味をひかれるが、オーディションを行って選んでいるのか。 
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(ＮＨＫ側) 

ディレクターだけではなく、部局を横断した女性によるプロジェクトか

ら生まれた企画で、女性向きの番組にしたいというねらいがある。人選に

ついては、オーディションはしていないが、プロジェクトのメンバーが吟

味して選考している。 

 

○ ４月に放送していた、ミニ番組の「やっぺぇ！たいそう」(総合・宮城県域)で、仙

台放送局のキャラクターのやっぺぇがリボンを付けたチアリーダーのふん装をして

いたのは、たいへんかわいらしく、地域の子どもたちにより親しまれるだろう。 

 

○ ４月２３日(土)のＮＨＫスペシャル「“連鎖”大地震 緊迫の１０日 いのちを守るた

めに」(総合 後9:10～10:00)は、地震から助かっても、避難中に体調を崩して命の危

険にさらされる方がおり、その命を救おうと奮闘する医師や関係者の状況がよくわ

かった。人材だけではなく、医療機器や薬品といった環境面も整わないと必要な支援

ができないことがわかりやすく示されていた。今回の地震に限らず、次なる災害に備

えた教訓の意味でも、示唆に富んでいた。 

 

○ ５月９日(月)の東北発☆未来塾 西辻版“明るい農村”のススメ(２) 「テーマパー

ク行く？それとも“農園”行く？」は、東北でも問題になっている耕作放棄地の問題

を、ベンチャーの発想で解決していこうという試みに感心した。都市部での体験農園

に着目し、ビジネスとして成立させていることは、地域支援にも資することなので好

感が持てる。こうした取り組みが５年後、１０年後にどうなっていくのか興味深い。 

 

○ ４月２４日(日)の「これでわかった！世界のいま」は、パリで起こった同時テロ事

件で息子さんを亡くしたステファン・サラドさんが松島の円通院を訪れるエピソード

を取り上げており、犠牲になった息子さんが使っていた数珠がその場で切れた場面に

は胸が震えた。彼が創設した奨学金の取り組みを心から応援したい。 

 

○ ４月３０日(土)から始まった土曜ドラマ「トットてれび(１)」(総合 後8:15～8:44)

はとてもおもしろい。収録ができなかった時代の生放送の緊迫感や、制作者の熱意が

感じられる。黒柳徹子役の満島ひかりさんは役に合っており、そのほかにも個性的な

役者が有名人を演じている様子を楽しみながら見ている。 

 

○ 「トットてれび」は、黒柳徹子さんがＮＨＫはじめての専属女優だった事実をうま

くいかして、ＮＨＫしか持ちえないエピソードを楽しく見せており、今後にも期待し
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たい。 

 

○ 「トットてれび」は、当時の若い熱気や新しいチャレンジが伝わってくるいい番組

だ。その精神を今に生かして番組づくりに取り組んでほしい。 

 

○ ４月３０日(土)のＮＨＫスペシャル「そしてバスは暴走した」(総合 後9:00～9:49)

は、１月に起きたバス事故の検証番組で、これまでに明らかになった情報を整理して

伝えるとともに、加害者側と被害者側の心のうちが丁寧に扱われていた。外国人観光

客の増加が長距離バスの運転手不足の遠因となっていることにも触れており、考えさ

せられる内容だった。遺族の方が同じような事故が起こらないよう対策を考えてほし

いと語っていたことは胸にしみたし、そうなるよう願っている。 

 

○ ５月２日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「日本の未来を切り拓(ひら)け！ 

松岡修造×スーパー高校生スペシャル」(総合 後7:30～8:43)は、感動的な内容だった

が、取り上げられた４人の高校生の時間配分が不均衡で、ボクシングの松本圭佑さん

に対象を絞った番組にしてもよかったのではないか。 

 

○ ５月４日(水)の「“おいしい”がニッポンを救う！」(総合 前9:05～9:59)は、消費者

のニーズが変わっていく中、農業や漁業についてもそれに合わせた経営をしていく必

要があることを示しており、地域放送局からのリポートで全国各地の取り組みを伝え

ていた。大越健介キャスターの「いろいろな商品のストーリーを知ることが価値を理

解することになり、日本をよくするより大きなストーリーづくりにつながる」という

コメントが印象的だった。 

 

○ ５月６日(金)のドキュメント７２時間「北のどんぶり飯物語」は、仙台で有名な

チェーン店を取り上げ、７２時間定点観測した様子を紹介していた。取材期間を３月

１１日前後に設定していたこともよかったし、さまざまな人から特色あるエピソード

を引き出していたことに感心した。厨房のおばさんの仲間の１人が津波の犠牲になり、

みんなで黙とうしていたエピソードと、防潮堤の建設に携わる男性が、多くの犠牲の

うえに自分の仕事があり、引け目を感じているが、地元の方からの感謝のことばが心

の支えになっている、と話していたことが特に印象的だった。 

 

○ ５月６日(金)のドキュメント７２時間の中で、方言の取り扱いに違和感をおぼえる

部分があった。行商のおばあちゃんの言葉に「はねてらんねから食うけど」とテロッ

プを出していたが、「食わないでいられないから」という意味の「かねでらんねぇか

ら食うけど」が正しいと思う。 
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(ＮＨＫ側) 

字幕については、制作担当者の中に東北出身の人がいなかったこともあ

り、聞き取った印象で作成してしまった。５月１２日(木)の再放送の際に

は該当部分を修正して放送した。 

 

○ ５月７日(土)の週刊 ニュース深読み「“税金逃れ”に世界が怒り！ パナマ文書っ

て何？」は、租税回避地の宣伝をするようなプレゼンテーション手法が分かりやす

かった。小野文恵アナウンサーがそれに質問していく構成は、視聴者の知りたいこと

をうまく盛り込んでおり、パナマ文書についての理解がより深まった。 

 

○ ５月７日(土)のＴＶシンポジウム「農業女子力で変える・変わる！日本の農業」(Ｅ

テレ 後2:00～2:59)は、食糧自給率や高齢化、ＴＰＰなど、大きな問題を抱えている

日本の農業において、女性のしなやかな感性や、生産者と消費者双方の視点を持って

いるという点に着目したパネルディスカッションで、今後に期待を感じさせるいい番

組だった。 

 

○ ５月８日(日)の「クラシック音楽館」では、「コンサート・プラス」のコーナーで、

Ｎ響の首席指揮者のパーヴォ・ヤルヴィさんが、指揮者の卵たちの公開レッスンをし

た様子を紹介していたが、人柄が伝わるような内容がとてもよかった。 

 

○ ５月８日(日)の「ＰＲＩＮＣＥ～創造にみちた天才の軌跡～」(ＢＳプレミアム 後

10:50～11:59)は、４月に亡くなったプリンスのインタビューやミュージックビデオが

非常に豊富に散りばめられており、ファンが堪能できる番組だった。 

 

○ ５月９日(月)のプロフェッショナル 仕事の流儀「どんな絶望にも、光はある～自

殺対策ＮＰＯ代表・佐藤久男～」は、秋田で活動する佐藤さんを取り上げていた。徹

底して相談者の声に耳を傾ける姿を捉えていたことがよかった。また、５月１６日(月)

の「食べる喜びを、あきらめない～看護師・小山珠美～」(総合 後10:28～11:17)も、

長年にわたって寝たきりの患者に寄り添って「食べる」という人間性の原点を回復さ

せる手助けをする小山さんの活動に共感した。「プロフェッショナル」で取り上げら

れる人物は、どこか特別な人であるかのような先入観を抱いていたが、この２回は、

人の目に触れることが少ない、一見地味な現場で活動する人に光を当てたことに価値

があった。とりわけ後者の介護現場は、人手不足が深刻で、番組で取り上げることに

よって、その生き方に導かれるような志望者が一人でも増えてくれればいい。今後も、

なかなか日の目を見ないような人物を発掘して紹介してほしいし、とりわけ東北、被
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災地で奮闘している人を取り上げてほしい。 

 

○ ５月１４日(土)のＳＦリアル「サイバー戦争の世紀」(総合 後11:00～11:49)は、想

像以上に恐ろしい内容で驚いた。「新しい戦争の扉が開いていく」というコメントの

とおり、サイバー攻撃によるウクライナの停電、イランのウラン濃縮工場の制御機能

の破壊など、生々しい実態が取り上げられており、恐ろしいことが現在進行形で起き

ていることを伝えていた。Ｗｉ－Ｆｉ環境は全世界に張り巡らされており、日本、そ

して私たちも無関係ではいられない。日本年金機構のシステム障害についてもこの番

組で示された文脈で捉え直すと、より恐ろしく感じられる。 

 

○ ５月１５日(日)のＮＨＫスペシャル「天使か悪魔か 羽生善治 人工知能を探る」(総

合 後9:00～9:49)では、羽生善治が人工知能と対決するのではないかと期待して見た

が実現せず残念だった。しかし、グーグルが開発した「アルファ碁」が、世界最強と

言われる韓国のイ・セドル９段と対戦し勝ち越した姿が紹介され、みずから学んで進

化するディープラーニングの手法も含め、人工知能の進化のすさまじさを見せつけら

れた。 

 

○ ５月１６日(月)のクローズアップ現代＋「オモロいこと はじめまっせ～“笑いの総

合商社”の新展開～」は興味を引く内容だった。全国の都道府県に芸人を派遣し、そ

のパワーを起爆剤として地域を盛り上げたいという発想は、人口減少に悩む社会へ一

石を投じるもので新鮮に感じた。また、ゲストの平田オリザさんが「文化は未来への

投資」と発言していたことも興味深い。 

 

○ ５月１８日(水)のあさイチ「女性リアル どう思う？“子どもがいない”生き方」は、

世の中の女性がうまく言えないことを出演者の方々が代弁してくれたようでよかっ

た。ゲストの人選もよく、もっと見ていたいように感じた。最後のメッセージのコー

ナーの時間が短く、反響を十分に伝え切れていない点は残念だった。 

 

○ 「真田丸」は大坂編に入ってから、大河ドラマ史上に残る傑作になるかもしれない

と思い始めた。豊臣秀吉の裏の顔や、崩壊を予感させる危うさを、周りの人物も含め

て見事に描き出している。主人公兄弟が権力と格闘する姿を描くのではなく、彼らを

狂言回しのような役回りで描いていることが目新しく、脚本を書かれている三谷幸喜

さんの本領が発揮された印象だ。大坂落城までを逆算したかのような伏線が張り巡ら

されており、最終決戦へのカウントダウンがすでに始まっているようで、今後のス

トーリー展開に期待したい。 
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○ 2020年の東京オリンピックのエンブレムがようやく決まって安心している。東京に

つなげていくためにも、今年のリオデジャネイロオリンピックを放送で盛り上げてほ

しい。 

 

○ ４月３０日(土)から、「アニメ 精霊の守り人」が始まった。実写版の放送に合わせ

て放送してはどうかと以前に提言したことがあり、実現したことは喜ばしい。 

 

○ 「とと姉ちゃん」には、「あまちゃん」にも出演していたピエール瀧さんと片桐はい

りさんが登場した。存在感のある２人なので、物語をよりおもしろくしてくれるので

はないかと期待している。また、大地真央さんの存在感は別格で、出演している部分

はドラマではなく舞台のような印象を受ける。 

 

○ ４月から始まった「ニュースチェック１１」をおもしろく見ている。ツイッターを

活用した演出は「ＮＥＷＳ ＷＥＢ」を踏襲しているが、コンパクトなスタジオや、

出演者のふるまい方、キャスターを下から見上げるようなカメラアングルなどが新鮮

に感じられる。 

 

○ ことしの秋からバスケットボール・Ｂリーグが始まる。１部には宮城と秋田のチー

ムが参入することから、ｂｊリーグと同様、番組を通じて盛り上げてほしい。 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 
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平成２８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、２１日(木)、ＮＨＫ仙台放送局において、

７人の委員が出席して開かれた。 

会議では、まず、視聴番組の「みちたん ～ああ！すばらしきセカイ～」を含め、

放送番組一般について活発に意見の交換を行った。 

最後に、５月の番組編成の説明、放送番組モニター報告と視聴者意向報告が行われ、

会議を終了した。 

 

(出 席 委 員 )  

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

        伊藤 洋平 (秋田清酒(株) 代表取締役社長) 

寺島 英弥 (河北新報社 編集局編集委員) 

照沼かほる (福島大学 行政政策学類教授) 

畑中みゆき (ＮＰＯ法人 High-Five 理事長) 

藤沢 清美 ((一社)岩手県芸術文化協会理事) 

山田 理恵 (東北電子産業(株) 代表取締役社長) 

 

 

(主な発言) 

 

＜「みちたん ～ああ！すばらしきセカイ～」(総合 ４月１５日(金))について＞ 

 

○ 番組で取り上げられたスポットはどれも興味深く、また見せ方を変えながら紹介し

ていたので、飽きることなく、時間のたつのを忘れるほど集中して見た。手間をかけ

て制作した番組だというのがよくわかったし、楽しみながら制作した様子がうかがえ

る。とても充実した内容だったので、次回以降、話題が尽きないのか心配になるほど

だった。 

  地域の人々が集う盛岡市のもっきり屋が取り上げられていたが、このような場所は、

震災の被災地にこそ必要なのかもしれない。仮設住宅を出て災害公営住宅に移り住ん

だところ、地域のコミュニティーから取り残され、孤独を感じている方が多くいる。

いつでも訪れて時間を過ごすことができ、ときには厳しい言葉をかけてくれるおかみ

さんがいるもっきり屋のような施設は、孤独死の予防やコミュニティー再生の視点か

らも有効だと思う。そのような場所はすでにあるのかもしれず、東北の現在を映し出

している場所として、今後取り上げてみてはどうか。 
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この番組がどういった経緯で生まれたのか教えてほしい。 

   

(ＮＨＫ側) 

震災から５年が過ぎ、６年目に入ることから、東北の魅力を発信し、多

くの人が東北に訪れたくなるような番組を制作してはどうかと編成から話

を受けた。単に有名なスポットを紹介する番組では、視聴者も既視感があ

るのではないかと考え、身近にある、目立たないが魅力的な場所を発掘し

て紹介するコンセプトにした。 

 

○ 全体的には、様々なスポットが取り上げられておりおもしろかったが、ところどこ

ろ間延びしているようにも感じられたので、１か所あたりの時間を短くし、テンポよ

く進行した方がよかったのではないか。バーのマスター役に田中要次さんを起用した

ことは、民放のドラマのパロディーのようにも思われ、ＮＨＫらしくない演出だった

ので驚いた。また、お客さんの役で塚原泰介アナウンサーと千葉美乃梨アナウンサー

が出演していたが、会話がぎこちなく、ややわざとらしいようにも感じた。 

  路地裏の東一市場に集う人々、外国人が穴場と感じる塩釜市の市場や山寺の近くに

ある釣堀、仙北市のラーメン自販機などが興味を引くように紹介されていた。ほかに

も東北には穴場が数多くあるので、しばらく取り上げる話題には困らないように思え

る。盛岡市のもっきり屋と、青森市の青函ワールドのコーナーはもう少し短くてもよ

かった。ゲストの都築響一さんが「有名ではないものを良いと言うのは勇気がいる。

東北に今あるものを見に来いと言えるようになるといい」とコメントしていたが、そ

れがこの番組で言いたかったことだと思う。次回以降はそのメッセージがより際立つ

構成にしてはどうか。 

  海外から日本に来る人を取り上げる民放の番組は、日本人が思いも寄らないスポッ

トに関心を示すのが興味深い。こういった民放番組のよい部分も参考にしながらぜひ

続けてほしい。 

 

○ 田中さんの演技はいい味を出していたが、アナウンサー２人の位置づけがよくわか

らなかった。また、随所で登場するカバンのような形をしたキャラクターが、今後ど

のように使われていくのかが気になった。冒頭でこれから紹介するスポットを一覧で

見せており、期待感が高まった。はじめは、ＢＳプレミアムの「ＴＯＫＹＯディープ！」

に似ているとも感じたが、この番組の方が取り上げる場所をより深く掘り下げていた。

ゲストの都築さんが「存在しても興味のないものは見えてこない」だとか、青森市の

青函ワールドを評した「やり過ぎの感じがいい」というコメントが光っていた。 

  盛岡市のもっきり屋で、日中の早い時間からお客さんがお酒を飲み、午後６時には

お開きとなっていたことには驚いたし、仙北市のラーメン自販機はこれまで知らな
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かった。 

  外国人に東北の穴場を尋ねたコーナーでは、回答が「わからない」「メジャーな場所」

「その他」という分類でしか示されておらず「メジャーな場所」についても蔵王と松

島しか挙げられていなかったので、結果をもっと丁寧に紹介してもよかった。ケバブ

屋のロイさんが案内する「ゴールデンコース」はたいへん興味深かったが、出発する

ときに仲間３人が加わっていたのはやや唐突だった。 

  どのスポットも魅力的だったが、番組を見た人が実際に足を運ぶかどうかは別の問

題だと思う。多くの人に来てもらいたいのであれば、行き方を案内するといった工夫

も必要ではないか。 

  次回は土曜日の午前中に放送するとのことだが、今回と放送時間を変えることと、

なぜ土曜日の午前中なのかについてお伺いしたい。 

 

(ＮＨＫ側) 

金曜日の午後８時台は、２７年度まで「東北Ｚ」を放送していたが、今

年度は全国放送の「歴史秘話ヒストリア」を基本的に編成し、およそ月に

１回のペースで地域の番組を放送する。地域の番組はそのほか土曜日の午

前中や日曜日の午後に放送することとしており「みちたん」についても、

初回を含め年３回程度は金曜の夜間に放送するが、次回をはじめ年９回程

度は土曜の午前中に放送する。震災から５年となる昨年度は東北の各放送

局で「大好き・東北」キャンペーンを展開してきたが、今年度はその精神

を受け継ぎ、多くの方に東北を訪れてもらう取り組みに特化、深化してい

く。「みちたん」はその一貫で、東北の魅力をディープに掘り下げて紹介す

るとともに、それぞれのコーナーを切り出してミニ番組化し、全国放送、

国際放送で広く展開しようとしているところだ。土曜の午前に編成するね

らいは、週末の行楽に向けた参考としてもらいたいためだ。 

 

○ 番組タイトルの「みちたん」は、「見る、知る、探す」の頭文字を取ったということ

で、よく考えられている。田中さんは深みのあるマスター役で番組に合っていた。都

築さんの解説も的を射ており「わからないものを排除するのではなく尊重するほうが

いい」というコメントが印象に残った。 

  東一市場にある「Ｇ対策本部」の店主が、趣味の世界で食べていけるのは最高だと

話していたが、まさに同感だ。それから、盛岡市のもっきり屋で、人生を深く味わっ

た方々がよろず話を酒のさかなに盛り上がる様子に、心が温まった。青森市の青函

ワールドは、人形がよくできているのはわかったが、展示場の全体が描かれておらず

わかりにくかった。仙北市のラーメン自販機は、昔は各地でよく見かけたが、これま

で食べたことがなかったので、今回の番組を見て食べてみたくなった。秋田港に設置
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されていたうどん自販機に、撤去を惜しむように多くの人が訪れていたこともうなず

ける。岡本太郎さんがスキーで転んだときに「地球が俺の上に乗ってきた」と話して

いたエピソードに、彼のスケールの大きさをあらためて感じた。 

  視聴者から穴場を募集する試みはいいことだ。この番組を通して、これまで知らな

かった穴場に出合えるのが楽しみだ。 

  この番組は、東北の各放送局が連携して制作しているのか。 

 

(ＮＨＫ側) 

現在は番組の立ち上げ時期ということもあり、仙台放送局が中心になっ

て各県の話題を取材しているが、地元局のほうが現地の穴場に詳しいので、

地元局が取材するスタイルも検討していきたい。 

 

○ 新年度の番組改定を「春のカイヘン隊」がＰＲする「変わります。よるのＮＨＫ」

をさまざまな媒体で見て、ＮＨＫもやわらかい感じに変わっていくのかと期待してい

た時期に、この番組を見た。構成やテロップの使い方など、いい意味で民放の番組で

はないかとも思える作りで、２０代の方が見たとしても、その場所に行ってみたいと

思わせられる内容だったのではないか。また、ゆったり見られる雰囲気があり、東北

各県のスポットをバランスよく取り上げていたこともよかった。 

  盛岡市のもっきり屋は、懐かしい雰囲気を感じるとともに、タクシーの後部に自転

車を載せられるという新たな発見があった。青森市の青函ワールドは、人形が展示さ

れているという情報だけでは、怖くて行きたくないと思う人もいるだろうが、番組で

は明るい雰囲気で紹介しており、イメージが変わったのではないか。外国人が魚市場

と釣堀を訪ねる場面は、宗教的な理由で肉を食べられない方への配慮があってよかっ

た。仙北市のラーメン自販機は、ぜひ食べてみたくなった。岡本太郎さんが山形でス

キーをしていたエピソードも今回初めて知った。 

  有名なスポットを避け、観光客があまり訪れない所に行きたいという人にとっては

待ち望まれた番組だと思う。今後も穴場を取り上げ続け、驚きと楽しさを提供してほ

しい。 

 

○ タイトルの「みちたん」の由来を聞いてなるほどと思った。田中さんがマスターを

務めるバーという設定がまず新鮮で、冒頭から興味が引かれた。はじめは、さまざま

な路地裏を探検する番組なのかと思っていたが、それにとどまることなく、街角の酒

屋や博物館、ドライブインなど、バラエティー豊かなスポットからおもしろさをすく

いとって紹介していた。制作者の苦労がうかがえる。 

 外国人が穴場だと感じるスポットは、私たちからすると意外な場所で、たいへん参考

になった。釣堀で魚を釣って食べることにおもしろさを感じていた場面は興味深い。 



5 

路地裏のように時代が変わっても独特の雰囲気を持ち続けるスポットは減りつつあ

るが、価値がないと決めつけて排除するのではなく、その価値を見つめ直し、次世代

に伝えていってほしい。視聴者からも情報を募集するとのことだが、まだ知らない穴

場の情報が多く寄せられ、番組で魅力的に紹介されることを思うと期待が高まる。 

 

○ 「みちたん」というタイトルは、ユニークな一方で、番組を見てみないとその意味

が分からないので、次回の放送に向けて、ＰＲを工夫してほしい。全体の流れはゆっ

たりしており、冒頭から気楽に見ることができたし、４３分間の放送を飽きることな

く見られた。マスターに田中さんを起用していたことに好感を持ったが、ゲストは

バーの設定にそぐわない人選だったのではないかとも思える。アナウンサーのかけあ

いは今後いっそう洗練されるよう期待したい。全体を通して一本調子かとも思えたが、

最後に岡本太郎さんが東北へ寄せた思いを紹介したコーナーが、うまく番組を締めて

いた。 

番組は「ディープ」をテーマに掲げているが、その基準をあいまいにすると、よく

ある地域紹介や旅番組、食べ物リポートになってしまうおそれがあるので、今後もコン

セプトを維持し、穴場の新規開拓に努めてほしい。横町で古くから営業している店舗

など、似たようなスポットは各地にあるので「ディープ」が「マニアック」になって

しまわないような配慮が必要だ。 

今回取り上げられたスポットの中では、盛岡市のもっきり屋と仙北市のラーメン自

販機が印象に残った。また、ケバブ屋のロイさんが紹介した塩釜市の市場と山寺の近

くにある釣堀は、訪日外国人旅行者に東北を訪れてもらうインバウンドの取り組みを

すすめていく上で示唆となる情報だ。地元の人がそれほど関心を示さない里山や渓流、

湖沼、花畑、郷土料理、民族芸能などが外国人にどう思われているのか調べてみては

どうか。 

 

(ＮＨＫ側) 

今回の番組立ち上げにあたり、たとえば横町のように１つのテーマに

絞った構成のほうがわかりやすいのではないかという議論もあったが、目

まぐるしく情報が入ってくる現代では、さまざまな情報を凝縮して伝えた

ほうが、途中から番組を見る人にもわかりやすいのではないかと考えた。

また、身の回りにあるスポットを取り上げ、足元を見つめ直すと意外とい

いところがあるというメッセージを伝えたかった。結果として、視聴者自

身が解釈する「余白」が多い番組になったのではないか。次回以降に向け

ては、いい意味での緩さや、視聴者との近さといったものを引き続き大切

にして、個性的な番組に育てていきたい。 
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＜放送番組一般について＞ 

 

○ ３月２５日(金)の「ふくしまパラダイス＋」(総合・福島単 後7:30～8:13)は、昨年

度に３回放送した同番組で取り上げた方の「その後」を取材して紹介していた。番組

の最後で、これまで紹介してきた方々の名前が全て紹介されていたことはよかったが、

新年度も続く番組なのに、この放送が最終回なのかとも思えた。 

 

○ 新年度の「てれまさむね」(総合・仙台単 月～金 後6:10～7:00)は、これまで気象

キャスターを務めていた篠原正さんに代わり、関口元朝さんを迎えた。仙台放送局の

キャラクター「やっぺぇ」との掛け合いを楽しく見ていたので、関口さんにも期待し

ている。「やっぺぇ」は子どもたちにも人気なので、元気に楽しく気象情報を伝えて

ほしい。 

 

○ ４月１０日(日)の明日へ つなげよう「フクシマ再生 ９代目・彌右衛門の挑戦」

は、福島の造り酒屋の当主、佐藤彌右衛門さんが再生可能エネルギー事業に挑む姿に

密着したドキュメントだったが、彼の情熱や、福島への思いがよく伝わってきた。ま

た、季節の風景など映像も美しく、番組をより印象深いものにしていた。佐藤さんが

現在突き当たっている壁についても触れられていたので、継続して取材し、番組で取

り上げてほしい。 

 

○ ４月１日(金)のドキュメント７２時間「日韓７２時間 くらべちゃいましたＳＰ」

(総合 後10:00～11:12)は、日韓の取材手法の違いが興味深く、日本のクルーが１か所

でずっと待ち続けることに強いこだわりが感じられた。ニューヨークのコインランド

リー店を取材していたが「日本ではフクシマについて議論してはいけないのか」とい

う発言が取り上げられており、そうした見られ方をしているのか、という気づきが

あった。 

 

○ ４月３日（日）のＮＨＫスペシャル 巨大災害 ＭＥＧＡ ＤＩＳＡＳＴＥＲⅡ 日

本に迫る脅威「地震列島 見えてきた新たなリスク」(総合 後9:00～9:49)を、熊本の

地震が発生したあとに見たが、その震源地について明確に示されていたので、たい

へん驚いた。熊本地震は、こうした研究に取り組まれている学者の方にとってはさぞ

かし無念だったと思う。研究者の思いを無駄にしないためにも、ＮＨＫには、最新の

研究成果を取り上げ、過度に恐怖をあおることなく、国民みずからが身を守るすべや、

国や自治体が国民を守っていく方策について伝え続ける役割を期待したい。また、東

日本大震災の教訓を防災や救助にいかす、ビッグデータの解析結果についても積極的

に取り上げてほしい。 
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○ ４月４日(月)のクローズアップ現代＋「独占告白 野球賭博」は、リニューアル後

はじめての放送だった。事前のＰＲを見て、キャスターも含めだいぶ華やかになるよ

うに思っていたが、実際に番組を見ると、これまでの「クローズアップ現代」を引き

継いだような落ち着いた演出で、違和感なく見ることができた。この日のテーマは野

球賭博だったが、松本竜也元投手の独占インタビューを行うなど、ジャーナリス

ティックな姿勢も引き継がれていたように思う。キャスターが７人と多いので、それ

ぞれの得意分野をいかした番組づくりを期待している。 

 

○ ４月６日(水)のクローズアップ現代＋「経済減速 中国で仏教大ブーム！？」では、

中国の仏教徒が急激に増加していること、かつては共産主義体制維持のため宗教を排

除していた中国政府が「文化」の一つとして仏教を認めていることに驚いた。人々の

内面が「物質から精神」へ変化してきていることが根底にあることを示しているとも

思える。仏教ブームが日本へ及ぼす影響として、観光化、ファッション化が進み、「爆

買い」ならぬ「爆参拝」のような事例が起こらないか懸念される。このテーマは継続

取材して取り上げてほしい。 

 

○ ４月１２日(火)のクローズアップ現代＋「子供の命が危ない～保育園が非常事態～」

は、保育施設で１年間に340件を越える死亡事故が起きていることにやるせない気持

ちになった。人手不足に加え、保育に対する専門性や安全意識の欠如が問題で、命に

関わる重大な懸念だ。また、園児の低年齢化には、両親が共働きせざるをえない経済

的な事情も遠因として考えられる。少子化を叫ぶ前に、待機児童問題の解決とともに

保育制度の優遇策が必要だと感じた。 

 

○ 「クローズアップ現代＋」は、扱う内容は大きく変わっていないが、キャスターが

変わるだけで大きく印象が変わり、いい意味での驚きがあった。「ニュースウオッチ

９」に続けての編成だが、この編成でよかったと視聴者が納得できるよう、ニュース

番組との相乗効果や、同時間帯の民放との差別化を期待している。 

 

○ ４月８日(金)のあさイチ「プレミアムトーク 向井理」(総合 前8:15～8:55)では、

彼へのメッセージを寄せた脚本家の西田征史さんが「自分が連続テレビ小説を書くこ

とが決まったときに、喜びを爆発させてくれた」というエピソードを披露した。ふだん

見せない向井さんの違った一面を知ることができ、心が温かくなった。 

 

○ ４月８日(金)のカラヴァッジョ 光と闇のエクスタシー ～ヤマザキマリと北村一

輝のイタリア～(総合 後10:00～10:48)は、２人のかけ合いに加え、カラヴァッジョの
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波乱万丈な人生と生み出された作品、美しいイタリアの風景、その全てに興味をそそ

られる番組だった。 

 

○ ４月８日(金)の「カラヴァッジョ 光と闇のエクスタシー」 と、４月１７日（日）

の日曜美術館「幻の光 救いの闇 カラヴァッジョ 世界初公開の傑作」は、関連し

た内容だったが、２つを合わせて見ることで、カラヴァッジョの数奇な人生と作品の

すばらしさをより深く理解できた。番組を通して、カラヴァッジョが美の理想を追っ

ただけではなく、現実を踏まえて作品を描いたエピソードがよく理解できたので、よ

り味わい深く作品を鑑賞できる。 

 

○ ４月９日(土)の放送９０年大河ファンタジー 精霊の守り人(４)「決戦のとき」(総

合 後9:00～9:58)は第１シリーズの最終回だった。シリーズを通して楽しく見たが、

ファンタジー小説をテレビドラマ化する難しさも感じた。ＣＧの限界かもしれないが、

実写感が物足りなく感じられる部分が散見された。出演者についても、原作のキャラ

クターに合っていないようなキャスティングや演技が気になる部分があった。次のシ

リーズは来年１月からの放送で、制作スケジュールの都合によるものだと推察するが、

関心を維持し続けるには間が空きすぎている。放送時間についても、大人に見てほし

いということで午後９時台に編成したのだと思うが、内容は子どもも楽しめるので、

次のシリーズでは、放送時間を工夫してほしい。 

 

○ ４月９日(土)と１６日(土)のＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達（たち）「渡辺謙×

山中伸弥」はとても興味深かった。真面目で固い人物の印象だった山中さんがざっく

ばらんに話をしたり、舞台に感動して泣いたりしていた様子が紹介され、イメージと

異なる一面を見た思いがする。渡辺謙さんは、パワフルで激しい印象の役が多いが、

番組では明るく楽しそうな雰囲気で、ふだんの姿を見られたような気がする。この番

組はゲスト２人の取り合わせが絶妙なので、これからも楽しみにしたい。 

 

○ ４月１５日(金)のにっぽんの芸能「尺八の貴公子・藤原道山のいま」は、藤原さん

の魅力をよく引き出した秀作だった。尺八は知名度のわりに後継者が少なく、魅力的

な演奏と明快な解説で人気を集める藤原さんは貴重な人材だ。出演していたお弟子

さんの中にはいい演奏をする若手もおり、未来への光明を見た気がする。 

 

○ ４月１６日(土)のＮＨＫスペシャル 緊急報告 熊本地震「活断層の脅威」(総合 後

9:00～9:50)は、タイムリーなテーマを取り上げた、まさにＮＨＫらしい番組だった。

熊本出身の武田真一アナウンサーを起用したことで、現地の方々にとって励みになっ

たのではないか。 
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○ ４月１６日(土)の「ＮＨＫスペシャル」は、地震直後の放送だったにも関わらず、

ＮＨＫの災害報道の蓄積が生かされた、内容に深みのある番組だった。専門家が現地

に入って活断層を調べる様子に密着した場面は現場をリアルに伝えており、いま熊本

で起きている事象をよく理解できた。 

 

○ ４月１７日(日)のＮＨＫスペシャル 老人漂流社会「団塊世代 しのび寄る“老後

破産”」(総合 後9:00～9:49)は衝撃的な内容だった。親の介護に加えて息子、娘の経

済的支援に迫られた結果、自分たちの老後の資金がなくなり、老後破産してしまう現

実と、専門家の「板挟みになった団塊の世代を何とかしないと日本の家族は崩壊する」

というコメントが胸に突き刺さった。鎌田靖キャスターの「社会が取り組むべき最優

先の課題」というコメントはまさにそのとおりで、問題を単純化しすぎていたかもし

れないが、事態の深刻さはよく伝わった。 

 

○ ４月１７日(日)の「ＮＨＫスペシャル」は、団塊の世代が陥る老後破産問題の深刻

さをまざまざと思い知らされた。番組は団塊の世代を中心に据えていたが、これは多

世代にまたがる社会全体の問題で、今回は老後破産を切り口としていたが、取り上げ

るべき課題はまだ山積している。最後に専門家が対策を述べていたが「下の世代の負

担を軽くすればいい」など、抽象的でどこかひと事のような印象で、より具体的で踏

み込んだ提言が聞きたかった。また、こうした問題に目をつぶり先送りしてきた政治

の無責任さについても切り込んでほしかった。 

 

○ ４月１８日(月)のあさイチ「熊本地震 震度７の衝撃」(総合 前8:30～8:55)は、活

断層の説明などがわかりやすかったことに加え、東日本大震災のときの経験や知恵が

生かされており、充実した内容だった。多くの質問が寄せられていたが、それに答え

る時間をより多く設けてもよかったのではないか。１９日（火）も「熊本地震 地震

はいつまで続くのか」を放送し、たいへん多くのメッセージが寄せられたことを紹介

しており、多くの反響があったことはよくわかったが、「たくさん来ました」という

アピールにとどまっていたのではないか。「あさイチ」は生放送で視聴者とやりとり

ができる番組なので、その利点をいかした放送内容を検討してほしい。 

 

○ ４月２０日(水)のガッテン！「結果にコミットー！効果２倍の筋肉ＵＰ術」(総合 後

7:32～8:17)は、民間企業のＣＭで使われているフレーズをサブタイトルに用いていた

ことに驚いた。新年度のこの番組は、取り上げる内容は前とそれほど変わらないが、

出演者やナレーター、テーマソングを刷新したことで、だいぶイメージが変わった。 
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○ 東日本大震災の後、被害地域の方たちに呼びかけるようなアナウンスを工夫してい

ると聞いていたが、熊本の地震に関しては、エコノミー症候群への注意喚起など、呼

びかけが具体的でわかりやすい印象を受けた。余震への警戒はまだ必要だが、今後も

わかりやすい報道や、被害地域に寄り添った呼びかけを続けてほしい。 

 

○ 熊本の地震では、ＮＨＫの報道の信頼性を再認識した。ボランティアに関する情報

も紹介するなど、現地の力になる放送をしていると思う。まだ余震もあり、住まいを

失った方、エコノミー症候群で亡くなられた方もいるので、今後も情報を出し続け、

被害を受けられた方の心のよりどころになってほしい。 

 

○ 「あさが来た」は、家族や夫婦の大切さを描いており、最後まで楽しめた。主人公

の判断の速さや突き進む力は現代にも通じる普遍的なテーマだった。「とと姉

ちゃん」は、前作に比べると展開がゆったりしており、刺激が弱いようにも思えるが、

それがこの番組の良さかもしれないので、今後に期待したい。 

 

○ 「とと姉ちゃん」の主題歌、宇多田ヒカルさんの「花束を君に」は、「あさが来た」

の主題歌「365日の紙飛行機」とは異なり、シンプルで分かりやすい曲ではないもの

の、聞いていて心がなごむいい曲だ。 

 

○ 「真田丸」では、内容をわかりやすくするねらいがあってのことだと思うが、現代

のことば使いを多用し過ぎている印象があり、これまでの大河ドラマとの違いに戸惑

うことがある。 

 

○ 「真田丸」で豊臣秀吉を演じている小日向文世さんは、本当の天才を形にしたかの

ような、今までにない秀吉像を体現しており、今後が楽しみだ。これまで、突拍子も

ないようなエピソードが多く、歴史をもてあそぶかのような軽さも散見されたが、こ

れからの展開に期待したい。 

 

○ 「総合診療医 ドクターＧ」をよく見ている。経験の浅い研修医を、「ドクターＧ」

がカンファレンスを通じて正答に導いていく進行が興味深い。司会者とゲストは視聴

者と同じ目線でコメントしており共感する部分もあるが、合わせて４人は多いのでは

ないか。また、よくある病名だと簡単に正答に行き着くためか、あまり聞かない病名

が正答になっている回が多いように思われる。 

 

○ スポーツ選手の不祥事が相次いでいる。才能ある選手が若いうちから名声や大きな

お金を手にすることが、問題の背景にあるような気がしてならない。スポーツ選手に
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限った話ではないが、これから選挙権を持つ日本の１８歳が、自覚をしっかり持てる

ようなメッセージの発信をＮＨＫには期待している。具体的には、選挙の仕組みや候

補者の政策などを分かりやすく伝える点では、テレビの方が活字メディアより優れて

おり、その長所をいかした情報を発信してほしい。 

 

○ いわゆる「１８歳選挙権」が導入されることから、ＮＨＫには主権者教育に資する

番組をより多く放送してほしい。アメリカの大統領選ではないが、候補者同士の討論

会や、候補者の人物を深く理解できる番組を放送し、若年層も選挙に興味が持てるよ

うにしていくのが公共放送の役割だと考えている。 

 

ＮＨＫ仙台放送局 

番組審議会事務局 


	tohoku2016
	平成２９年３月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会
	平成２９年２月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会
	平成２９年１月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会
	平成２８年１２月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会
	平成２８年１１月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会
	平成２８年１０月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会
	平成２８年９月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会
	平成２８年７月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会
	平成２８年６月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会
	平成２８年５月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会
	平成２８年４月ＮＨＫ東北地方放送番組審議会


