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要旨 

東日本大震災では 29にのぼる臨時災害放送局が開局した。この数字はこれまでの最多であ

り、災害・復興時におけるコミュニティラジオの必要性を再認識させた。今回の震災で自

治体が新たに開設した臨時災害放送局は、放送の経験やスキルがない中で被災地の住民に

向けて情報伝達を続けているが、技術支援、番組制作支援、ネット活用、行政との連携な

ど、放送継続のためのさまざまな支援が不可欠となっている。また、災害復興そしてコミ

ュニティ再生の過程において、臨時災害放送局からコミュニティ FM局へと移行を望む局が

増えているが、そこには法規制の整備や経営支援の在り方など新しい課題が浮かび上がっ

ている。本研究では震災時に新たに開局された臨時災害局へのインタビュー調査にもとづ

き、この小さな地域メディアを支える仕組み、そして、コミュニティラジオの再定義につ

いて検討していく。 

 

Abstract 

After the 2011 Tohoku Earthquake twenty-nine “temporary disaster broadcasting radio (TDBR)” 

stations in FM signed off their signals in affected areas. This was the historically record high number. 

This rediscovered its importance of community-based FM radio stations under the urgent 

circumstances of the earthquake, and also after the earthquake when realizing the community 

recovery and restoration. It has taken much more time to realize the recovery than expected, so that 

people who need community-based information have expected more TDBR stations. However, all 

stations have faced severe management challenge as radio broadcasting entities to serve for the 

community needs and bonds among people in affected areas. Based on our study, it can be said that 

main characteristics of TDBR stations are as following: (1) lacking experience and skills to serve for 

the community people in affected areas; (2) sustainable needs to continue radio broadcasting, such as 

the technical support, broadcast programs, production training, internet utilization to integrate radio 

broadcasting function, and close coordination with the concerned local governments; and (3) more 

relaxed rules and regulations for TDBR stations when they desire to make them possible to become 



ordinal community-based FM radio stations. Particularly the third point expects that TDBR stations 

with fragile financial and human resources could continuously maintain their daily operations under 

auspices of national government in order for them to realize the complete recovery. This study 

discusses the ideal supporting scheme for TDBR stations based on the interview with them. After all, 

this study raises some points to discuss redefining “community-based radio”.  
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はじめに 

 コミュニティ FM ラジオは地震・台風の自然災害時に最も有効なメディアの一つである。

2011 年 3 月の東日本大震災でも被災地のコミュニティ FM や臨時災害 FM が連日連夜、災害

情報を伝達し、復旧復興を支えてきた。偏向報道や強引な取材への不信感が強まる大手メ

ディアと対照的に、復興長期化の中で地域住民に寄り添い続けるコミュニティ FMへの期待

は大きい。一方で、コミュニティラジオ局自体が被災者であり、震災によるスタジオや機

材の損壊、スポンサー減による経営困難、スタッフ避難による放送人員確保といった問題

を抱える、また、他県や市町村から移入した仮設住宅などの被災者たちに向けた情報もカ

バーしなければならない。 

とりわけ、東日本大震災で開局した臨時災害放送局（以後、臨時災害 FM）は 29局とこれ

まで類をみない数となり、各被災地のコミュニティにおける情報伝達メディアの必要性を

強く認識させることになった。1 29局のうち、既存コミュニティ FM局が移行したものが 10

局で、残りの 19局は自治体によって新設された（表１参照）。これら 19局の多くでは、放

送業務未経験の自治体職員と住民たちが試行錯誤しながら情報伝達を行ってきた。臨時災

害 FM の開設期間は原則 2 ケ月であったが、被害の大きさ、被災コミュニティでの必要性、

長期化する復興から、期間延長を政府が認めている。2 放送活動も、災害や復旧情報伝達

という役目から、分断されたコミュニティの再生や放射性物質の問題など復興と伴に複雑

な問題にも対応していかざるを得ない。 

1992 年にＦＭいるか（函館市）が日本初のコミュニティＦＭ局として認可されて以来、

阪神淡路大震災や新潟県中越地震、大型台風による水害など、自然災害のたびにコミュニ

ティ FM の重要性が認識され、結果、全国のコミュニティ FM 局数が増え続けている。近い

将来、未曽有の大地震が予想される中で、臨時災害 FMを含むコミュニティラジオへの期待

は益々高まっている。 

コミュニティラジオに関する先行研究は、地域メディアとしての役割・機能、地域コミ

ュニティのつながりを軸としたものが中心だが、その他では社会関係資本の醸成や地域コ

ミュニティの活性化などの研究、コミュニティ FMの制度研究など多面的になってきている。

一方で、メディア機能や有効性の議論にとどまり、ラジオ局が災害時や復興時に番組制作、

放送、経営でどのような課題や問題を抱えていたかについては、現場間での議論や情報交

換にとどまっている。さらに、これまで臨時災害 FM の開設事例が少なかったこともあり、

臨時災害 FMに関する調査はほとんど行われてこなかった。防災が日本各地で最重要な課題

の一つとなっており、その中で臨時災害 FMの活用を考える自治体や地域コミュニティは増

えると考える。今回の東日本大震災での経験を活かすべく実践的で有効な研究が強く求め

られており、本研究では、東日本大震災で開設された臨時災害放送局に対するインタビュ

ー調査を通して、被災地における臨時災害 FMが抱えていた問題を明らかにし、今後の課題

                                                   
1 平成 25 年 4 月 1 日現在の開設状況（総務省発表） 
2 平成 25 年に総務省はさらに 1 年の延長を認めている。 



として提示することを目的とする。 

 

１．調査概要 

 本研究では、東日本大震災の被災四県（岩手、宮城、福島、茨城）のコミュニティ FMと

臨時災害 FM、合わせて 32 局を対象にインタビュー調査を実施した。3インタビューは、実

際の放送運営や事業に関わっている従事者や自治体関係者らに行った。二つの自治体につ

いては首長のお話を伺った。インタビューは平均２時間で、スタジオや送信所、避難所や

仮設住宅などのフィールド調査も行った。 

コミュニティラジオは、その地域住民に向けて災害や復旧情報、生活や支援情報など、

地域に限定された情報を伝達するが、これらの多くは行政情報が中心となる。多くのコミ

ュニティFM局は地元の自治体と防災協定を締結しており、災害時の情報伝達や役割を明確

にし、災害時にコミュニティFMが機能するために平常時から防災を意識した放送や取組を

行っている局が多い。一方、自治体が情報空白状況を埋めるためのメディアとして小規模

ラジオを必要とした際、既存のコミュニティFMが臨時災害FMに移行する。コミュニティFM

が地域に存在しない自治体では、自治体が総務省に免許交付を申請し、臨時災害FMを開設

する。このように、同じ臨時災害FMでも、既存のコミュニティFM局がベースの局と自治体

が新設した局では、開設プロセス、実際の放送や放送現場、行政や地域との連携、リスナ

ーとの関わりなど、多くの点で相違があり、当然両者が抱える課題も異なる。今回の発表

では、自治体によって新設された17の臨時災害放送局4のインタビュー調査の分析結果を中

心に報告する。 

 

２． 臨時災害放送局が抱える課題 

 本研究では、自治体が新設した 17の臨時災害放送局のインタビューの分析から、主な課

題として、臨時災害局の準備と支援体制、自治体との信頼関係、地域コミュニティの二つ

のメディアリテラシー、そして、復興ラジオの必要性の四点を抽出した。以下、順に説明

していく。 

 

（１）臨時災害放送局の準備と支援体制 

 東日本大震災では、地震と大津波によって情報インフラが破壊され、多くの災害や復旧

情報の伝達が困難となった。町そのものが壊され、衣食住を失った人々にとって、“生き

るため”には情報が必要であった。その情報を得られない状況にある一方で、ＮＨＫ、民

放、県域メディアでは、特定の被災地や災害、あるいは原発問題に報道が偏り、被災者た

ちが生きるために役立つものではなかった。このような背景から、ほとんどの臨時災害放

                                                   
3インタビューは 2011年 4月から 2012 年 3月までに実施した。コミュニティ FMへ移行準備中お

よび移行完了した 10の臨時災害放送局に対して 2013年 5月～6月に追加のインタビュー調査を

予定している。 
4 表１の灰色部分の局 



送局の関係者たちは、災害が発生した時点で臨時災害 FMがあるべきだ、と話していた。臨

時災害 FMが災害時にあれば、救えた命もあったという声もあった。表１でも明らかなよう

に、既存のコミュニティ FM 局は管轄地域の首長の一言で臨時災害 FM となれるため、災害

発生から数日以内に開設している。一方、コミュニティ FM がなく臨時災害 FM を新設しな

ければならない自治体では、開設に時間が掛かっている。その理由として、臨時災害放送

局の存在を知らず立上げが遅れたこと、そして、アンテナ、機材、スタッフなど放送に必

要な設備や資金の準備に数週間から一ヵ月掛かったことが挙げられる。中でも、比較的短

期間で開設できた局は、過去にコミュニティ FM 開局の準備をしていた、ミニ FM の放送経

験がある、知人にコミュニティ FMやラジオ関係者がいた、というように、コミュニティラ

ジオの経験、機材、人脈が開設に役立っていたところが多い。このような経験、資源、人

脈がない自治体あるいは地域では、開局までに相当の時間とエネルギーを要さなければな

らなかった。復旧の混乱の最中、手探りの準備の大変さは想像するまでもない。今回の震

災で、総務省は口頭による申請での免許交付によって申請時間を短縮させたが、多くの臨

時災害 FM 関係者は災害前の準備の必要性を指摘していた。つまり、臨時災害 FM を直ちに

開設できるよう機材一式を準備しておくべきだということだ。機材に加えて、放送業務に

関わる人材も地域で確保することも重要である。どの臨時災害 FMでも、放送業務に関して

は素人で、避難所で募集したり、知人に紹介してもらったりと、スタッフ集めに苦労して

いるところが多い。劇団員や MC 経験者、アマチュア無線経験者や IT 関係者など、放送業

務に役立つ人材を地域で可視化し活用できる仕組みが望まれる。 

放送開始以降もさまざまな支援が必要であると、多くの関係者は指摘する。例えば、申

請手続き、放送停止・廃止の時期、コミュニティ FM への移行など、臨時災害 FM 関係者た

ちは放送中に悩むことが多いが、運営などで相談が出来るようなアドバイザーのような存

在が欲しいという声が多かった。臨時災害 FMが機能していくには、このような体制を整備

する必要があること、また、それは政府だけではなく、地域コミュニティ自らが行うこと

が重要であろう。 

 

（２）自治体との信頼関係 

 臨時災害 FMの運営と情報主体は自治体となる。しかし、実際の放送業務は地域住民など

から構成された放送スタッフに任される。災害発生当初は、「行政の情報を読むこと」が放

送業務の中心となる。しかし、ほとんどの局で放送をしていく中で、住民たちが必要とす

る情報は行政情報以外にもっとあると、行政情報だけを読むことに疑問を感じ始める。自

分たちで情報収集したり、住民から持ち込まれた情報を精査したりと、できるだけ被災者

や地域住民に寄り添った情報を流す努力をしていた局が多い。こういった局の動き対して、

行政以外の情報を認めない、あるいは、厳しくチェックする自治体もあった。また、市民

の声を積極的に伝えることに対して、行政批判を恐れて許可しない自治体もあった。自治

体によっては「臨時災害 FM は自治体のもの」というスタンスで局スタッフと接する結果、



両者間の関係が悪化したところもある。これは自治体ベースの臨時災害 FMだけの問題では

ない。コミュニティ FM をベースにした臨時災害 FM 局でも、自治体が運営主体となった途

端、自治体が局の情報編集権をコントロールしたところもある。「被災地で放送を続ける中

で、自治体と戦ってでも自分たち（被災者）が必要な情報を伝えたい」という強い想いと

責任感をもつ人が多いことからも、少なくとも自治体と放送スタッフ間では、地域メディ

アとして伝えるべき情報について考えに違いがあった。さらに、自治体の担当部署や担当

者の交代によって、折角築いた関係をまた一から構築しなければならないといった状況も

あり、自治体と放送スタッフとのコミュニケーションや関係構築を一層難しくしていた。 

行政担当者と放送スタッフのコミュニケーションあるいは互いに尊重し合う局ほど、放

送内容も充実している。また「地域住民に寄り添うこと」に対する立場や考えの相違も放

送活動に影響している。臨時災害 FMが地域に役立つためには、両者の協力的かつ協働的な

コミュニケーションが不可欠なのである。平常時から両者間にコミュニケーションがあれ

ば、有事にそれを活かすことができる。今後、地域コミュニティの中で、行政と市民との

対話や協働活動をどのようにもっていくのかが大きな課題となるだろう。 

 

（３）地域コミュニティの二つのリテラシー 

 殆どの臨時災害 FMの放送スタッフは素人であった。開局前に多少放送トレーニングを受

けたとしても、情報収集、原稿作成、原稿読み、機器操作、番組編成、編集作業、取材、

リスナー対応など、全ての放送業務について放送しながら学をんでいたのが現実であった。

不慣れな業務の中でも最も難しいのが、被災者の欲しい情報を選択し、それを伝達する・

しないの判断することだろう。小さなコミュニティに向けた小さなメディアではあるが、

公共的役割を担っているため、情報選択は難しい。特に、混乱した状況において、一つ間

違えれば情報はパニックを引き起こす。行政としては、放送で伝える情報は、内容を確認

したもの、立場が中立的なもの、市民感情を煽らないものが選び、放送している。確かに、

店舗の開店情報を伝えるにしても、有益な情報と受け止められる場合もあれば、特定企業

の宣伝と非難される場合もある。例えば、ガソリンの販売情報を望む声が高かったため、

スタンドの開店情報を流したケースでは、放送を聴いて多数の人たちが一度に押し寄せ、

結果としてほとんどの人たちが待っても購入できなかった。買えなかった人たちの中には、

局に対して怒りや避難が向けたものもいる。 

 どのように情報を集め、どのような時期に、どのような情報として伝達すればいいのか

というは情報リテラシーの問題であり、公共メディアとして伝達するによる影響や結果を

理解する能力はメディアリテラシーの問題となる。この二つのリテラシーは一般の放送局

においてスタッフに求められるが、有事における放送や情報伝達は平常時に比べてかなり

難しいことから、これらのリテラシーに乏しい臨時災害 FMのスタッフたちが日々悩み、苦

しみながら放送業務を行っていることは理解されるだろう。些細なことが感情的反応とな

り、地域住民の苛立ちや怒りを引き起こすこともあるが、この二つのリテラシー能力によ



ってそういった状況を少しでも回避することはできる。必要東日本大震災の臨時災害 FM局

のスタッフの経験や教訓は、今後の支援体制の中で活かしていくことが望まれる。 

 

（４）復興ラジオの必要性 

 自治体が新設した 17局の臨時災害 FM局のうち、大船渡と高萩の 2局が 2013年 4月にコ

ミュニティ FM として開局した。（表１参照）高萩 FM は、臨時災害 FM の開設当初から、高

萩市の防災にコミュニティラジオが不可欠と首長自ら市民や議会に訴えてきた。一方、大

船渡では、自治体は市民参加型メディアへの関心は低く、臨時災害 FMの廃止も時間の問題

であった。臨時災害 FM の放送スタッフとは異なる市民グループがコミュニティ FM 開局を

目指し、今回の開局となった。この 2 局以外に 8～9 局ほどの臨時災害 FM 局がコミュニテ

ィ FMへの移行を目指して準備している。 

 現実には、コミュニティ FM へのハードルは高く、臨時災害 FM からの移行はかなり厳し

い。そこには主に二つの高いステップが存在する。第一に、経済的な自立である。臨時災

害 FM局は、自治体の財政、財団などの助成金、地域や企業からの寄付などで運営資金を賄

っていたが、コミュニティ FMに移行する場合、運営資金は基本的に自分たちで集めなけれ

ばならない。つまり 100 だったものが、一機に 0 となるのである。第二に、出力数が 20W

に下がる。臨時災害 FMでは自治体ができるだけ全域をカバーした情報伝達を行うため、50W

～100Wという大きな出力で放送することができた。コミュニティ FMに移行すると、通常の

20Wになり、これまで聴こえていたエリアに電波が届かないことが起きる。加えて、放送ス

タッフたちの雇っていた緊急雇用がなくなることで、支払いはなくなり、結果としてスタ

ッフを失うことになる。放送には携わりたくとも、ボランティアとして無償で続けられる

ような経済状況にあるスタッフは少ない。 

 また、コミュニティ FMは本来、地域情報の発信、防災、地域活性化といった目的のため

の放送メディアである。しかし、現在コミュニティ FMへの移行を目指す多くの被災地では、

地域コミュニティそのものが再生されていないところが多い。「地域コミュニティの再生」

を目的した放送局という意味合いが強いことから、現在のコミュニティ FMとは一線を画す

と感じている人が多く、むしろ臨時災害 FM とコミュニティ FM の中間の「復興ラジオ」の

ようなものと位置付ける。臨時災害 FM から、いきなりコミュニティ FM へと移行するので

はなく、地域コミュニティの再生に合わせて、復興ラジオのような中間的なものがあるべ

きだという意見が圧倒的に強い。同時に、放送局の自立もいきなり 100 から 0 になるので

はなく、段階的に助成金や補助金など減額し、最終的に自立できるような仕組みがあるこ

とが望まれる。 

 

３．まとめ 

 今回の調査結果から、コミュニティ FM や臨時災害 FM の目的や役割の定義は不変ではな

いことが示唆された。総務省は東日本大震災まではコミュニティ FMは防災目的ではないと



繰り返し強調してきたが、今回の震災以降、積極的にコミュニティ FMを防災に活用するよ

う指導へと大きく変わっている。臨時災害放送局についても、放送法では「暴風、豪雨、

洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するため

に役立つこと」となっているが、東日本大震災では「被災当初の給水・炊き出し等の救援

情報等から、地域の復興情報や住民を元気づける情報へとシフトしながら、被災された皆

様に役立つ情報を FM波で放送しています」と目的や情報の幅に総務省の柔軟な姿勢を見る

ことができる。これは、コミュニティラジオについて法制度を制定した政府でも、変えざ

るを得ないような状況であったことを示している。政府の方針は、自治体の臨時災害 FMへ

の考え方や使い方に影響し、その結果は放送内容として如実に表れる。また、コミュニテ

ィ FMへの移行を検討している臨時災害 FM局に対して、既存のコミュニティ FM 局の関係者

は自分たちの経営指標をもとにアドバイスしがちであるが、コミュニティ再生を目的とし

た局に、既存のコミュニティ放送局の論理をあてはめるのはあまり意味をなさない。 

 東日本大震災では、多くのコミュニティが分断された。地理的、物理的、そして、精神

的に分断されたコミュニティの再生を目的としたラジオが次々と生まれようとしている。

それは、過去のコミュニティ FM も臨時災害 FM も経験していない、新しいコミュニティラ

ジオの役割であり、既存のコミュニティラジオの定義に、コミュニティ再生を付加すべき

であろう。今回の臨時災害 FM局の経験は、既成の枠で考えるのではなく、復興ラジオのよ

うな新しいコミュニティラジオと支援体制の在り方として自治体とコミュニティが共に検

討すべきだと考える。 

 

「言葉にできない失った風景を取り戻す、そんな情報を町の人が共有すること」 

「見るべき・考えるべき・動くべき方向は一つ。その情報源の一つとしてのラジオ」 

「生きるために、生きるきもちになるための情報を伝える」 

 

これらのインタビューで語られた言葉は、人々が生きるための情報を伝えることがコミ

ュニティラジオの役割であることを物語っている。コミュニティの再生は、人々に生きる

力があってこそで、それを支えるのがコミュニティラジオの大切な役割なのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付記 

本稿は、トヨタ財団2011年度研究助成『災害とコミュニティラジオ－地域を越えたコミュ

ニティメディアの支援システム構築をめざして』（研究代表者金山智子）の研究成果の一部

である。研究メンバーは宗田勝也（龍谷大学）、日比野純一（京都大学）、松浦さと子（龍

谷大学）、松浦哲郎（大妻女子大学）で、被災地調査はメンバーで分担して実施した。 
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【巻末資料】 

 

表１：東日本大震災で開設された臨時災害放送局（平成 25年 4月 1日現在） 

県 市町村 開局 閉局 CFM ベース 自治体新規 CFM 局への移行（希望） 

岩手 花巻市 23.3.11 23.4.3 〇     

  奥州市 23.3.12 23.3.29 〇 〇   

  宮古市 23.3.19     〇 〇 

  宮古市（田老）※ 23.5.31     〇 （上と同じ） 

  大槌町 24.3.31     〇   

  釜石市 23.4.7     〇   

  大船渡市 23.3.28 25.3.31   〇 FM ねまらいん 25.4.5 開局 

  陸前高田市 23.12.10     〇   

宮城 登米市 23.3.16 25.5.14 〇     

  気仙沼市 23.3.22     〇 〇 

  気仙沼市（本吉）※ 23.4.22     〇 （上と同じ） 

  南三陸町 23.5.17 25.3.31   〇   

  大崎市 23.3.15 23.5.14   〇 〇 

  石巻市 23.3.16   〇     

  女川町 23.4.21     〇   

  塩竈市 23.3.18   〇     

  名取市 23.4.7     〇 〇 

  岩沼市 23.3.20   〇     

  亘理町 23.3.24     〇 〇 

  山元町 23.3.21     〇 〇 

福島 福島市 23.3.16 24.2.29 〇     

  相馬市 23.3.29     〇   

  南相馬市 23.4.15     〇 〇 

  富岡町 24.3.11     〇 〇 

  須賀川市 23.4.7 23.8.7   〇   

  いわき市 23.3.28 23.5.27 〇     

茨城 高萩市 23.6.8 25.3.31   〇 たかはぎ FM 25.4.1 開局 

  鹿嶋市 23.3.12 23.7.11 〇     

  つくば市 23.3.14 23.5.13 〇     

※宮古市と気仙沼市は広域カバーのため二つの周波数を使用 

  総務省資料を参考に筆者作成 


