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Sato

内と外の2つの「壁」
まず発言、
そして発信
仙

台には、
内側と外側に「壁」がある。今年度、
仙台経済同

切なことの発見につながります。
ものを言わないと何も始まりませ

友会の広報戦略委員長に就任して、
その思いを強くし

ん。会社の経営も同じでしょう。

ています。地域の将来を考えるとき、
まずこの壁を崩さなければ。
塩竃に生まれた私は、東北大を出て朝日新聞の記者になり、

もう一つの外側の壁とは、外部への情報発信力の弱さです。
内側でものを言わないことに通じているのかもしれませんが、地

2016年に36年ぶりに故郷に戻りました。放送局の経営者として

域としての自己ＰＲが苦手です。奥ゆかしさ自体は美点ではあり

内外の様々な会議、会合に出席しています。驚いたのは、発言

ますが、競争力をつけてはくれません。
ただものを言うだけでは

や質問をする人がとても少ないことです。会議によっては、主催

なく、時にずけずけと、かつスマートに伝えなければなりません。

者が報告するだけで、質疑応答を前提としていないんじゃない

情報発信は私たちマスメディアの機能そのものですので、私の

かと思うこともありました。

本業の課題でもあります。

表でものを言わない。議論がない。
これが内側の壁です。
人生の半分以上を新聞社にいて、
日々、議論してきました。そ

ただ、
仙台のローカルメディアは、
大震災で否応なく鍛えられま
した。同規模の都市と比較しても、
ニュースの発信力で勝るとも

もそも取材は質問をしないと成り立ちません。そういう職業柄も

劣ることはありません。東京に最も近い大都市なので取り上げら

あるかもしれませんが、
とにかく黙っていられないので、私はほぼ

れやすいという利点もあります。私たちを上手に使ってください。

必ず質問したり、考えを述べたりしています。
ちょっと変わった人

内側の壁は経済同友会にはほとんどありません。毎月の幹事会

だと思われているかもしれません。

での議論は年々、
活発さを増しています。

「郷に入っては郷に従え」
といいますが、
ここは私の郷里のは

震災復興に全力を挙げた10年余の間にライバルは先を走っ

ずです。高校、大学時代にみんなが黙っていた記憶もありませ

ています。福岡は規制緩和で新しい街づくりを進め、
北海道はい

ん。
それがなぜ？ 一種の同調圧力のようなものかもしれません

ち早くインバウンドを呼び込みました。
でも、
キャッチアップできない

が、理由を詮索するより、
まず変わらなければ、変えるにはどうす

わけではない。福岡にならって同友会に「仙台ビッグバン委員

ればいいかと考えています。

会」
を設置したのは、
その号砲でもあります。

東京一極集中の中、
私たちは都市間競争のただ中にいます。
この競争には地域の魅力の発信が先決です。それはコンサル
が見つけてくれるのではなく、地元を最もよく知っている自分たち
が、議論を重ねて見出すしかありません。一人の「気づき」が大
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変わろうと思わなければ何も変わりません。
なろうと思わないと
何にもなれません。
「寡黙な東北人」
というステレオタイプを脱し、
「やかましくて粘
り強い」仙台人を目指しませんか？

［特 集］
新社屋拝見

テレビ局のイメージを一新した
地域に開かれ未来につながるkhb

1975年開局の
（株）東日本放送は、2021年9月に青葉区双葉ヶ丘より太白区あすと長町に
社屋を移転しました。従来のテレビ局とは全く違う斬新な発想による新社屋とは？

「あすとつながるミテケロ 5ch」

親しみやすくて、頼りになる、私の街のテレビ局を目指して
JR 長町駅、地下鉄長町駅から徒歩 5 分の場所に建つ、東日本放送

は公開収録に使われるだけでなく、一般にも貸し出されています。活

の新社屋。建物前面に斜めに張り出した大きなガラス張りの階段がひ

用しやすい料金設定とのことなので、ピアノの発表会や合唱コンクー

ときわ斬新な建物です。

ル、演劇など、今後はさまざまなイベントに利用されることでしょう。

放送局といえばこれまで、セキュリティが厳重で、局の関係者やタレ

２階は報道・番組制作、３階はビジネス・技術部門、４階は管理部門

ントさんなど、特別な人以外は立ち入れないイメージがありました。し

やリフレッシュスペースが置かれています。各フロアをつなぐのが、こ

かし新生 khb が目指すのは、
「地域に開かれたテレビ局」
。そのコンセ

の建物の最大の特徴「コラボ階段」です。ドアや壁で区切ることなく、

プトどおり、新社屋には一般の人を招き入れるさまざまな仕掛けがあり

階段を下りてくれば、各部門が何をやっているのか、全体が見渡せると

ました。

いう設計。
「文字通り、職場の風通しが一層よくなって、全体的に明る

１階エントランスは、だれでも自由に入れるオープンスペースになっ
ていて、カフェやショップ、ホールなどがあります。中でも東北唯一の

くなりました。気が付くと社長が立っている、というサプライズの緊張
感もあります」
と新社屋プロジェクト室の清水紀夫さん。

最新型エスプレッソマシンを備えた「ぐりりカフェ」は大人気です。あ

社屋の前には「杜の広場公園」が広がり、向かいには「ゼビオアリー

すと長町エリアは近年の開発が目覚ましく、若いファミリー世代を含め

ナ仙台」があります。今後はこのスペースをフル活用して大々的に野外

人口が急増している地域です。そんな場所柄もあって、お子さん連れ

イベントを行っていく予定だそうです。未来への希望をつなぐローカル

の地域の方がお茶を飲みに立ち寄ることも多いとか。
「ぐりりホール」

局として新たな試みを進める東日本放送から、目が離せません。
↑ JR仙台駅

地下鉄河原町駅↑

広
瀬
川
東北本線・常磐線
仙台空港アクセス線

長町一丁目駅

コラボ
階段

市立病院

地下鉄
南北線

杜の広場
公園
HALEO
ドーム
ぐりり
スポーツ ゼビオ
パーク

仙台
名取
線

長町駅

◀1
 階のエントランスホールは、隣接する
杜の広場公園に大きく開かれており、9
面マルチモニター（180インチ）
も設置

長町駅

◀2
 階から4 階までの各フロア
をつなぐコラボ階段は、フロ
ア間のアクセスをスムーズ
にする機能以外に、コミュニ
ケーションスペースを配置し
て社員のミーティングスペー
スも兼ねています

ゼビオ
老人ホーム
アリーナ仙台 グリーンライフ
仙台

東日本放送
新社屋

国

道
４
号

→

八本松
公園
県立聴覚
支援学校

↓JR太子堂駅

住所／仙台市太白区あすと長町1丁目3番15号

※JR長町駅・仙台市地下鉄南北線長町駅から徒歩約5分

1階
◀▼一般の人も利用可能な
「ぐりりカフェ」
。ぐりり
のラテアートも人気 !

◀▲ショップでは、
ドラえもんグッズや、ぐりりグッズを購
入できる
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外観

の新社屋
◀東
 日本放送のマスコッ
トキャラクター「ぐりり
～ず」
も移転に合わせ
てリニューアル。
「ぐりり」
（中央）
「
、うー」
（左）
、
「ジョー」
（右）

▲︎鉄塔と斜めに張り出したガラスの階段。災害時に放送を継続できるよう、耐震安全性を最高レベルに設
定。電源供給は、本線と予備線の 2 系統受電にして停電リスクを軽減し、さらに非常用発電機は2 台
設置。地下埋設タンクには 30000ℓの軽油を燃料として備蓄し、7日間の継続発電を可能にしている。
また、近隣河川氾濫 の場合を想定し、1 階床を1m 高床化に整備している。
◀︎アクティビティを引き込む「渦」
と街にコンテンツを発信する「上昇気流」
をイメージした「ツイスト」が特徴
の鉄塔は、フルカラーの LED 照明で夜間はカラフルにライトアップ。あすと長町のランドマークとも言え
る社屋の象徴

報道制作
フロア
◀ニュース専用スタジオを整備、
ニュー
スサブをワンマンオペレーション対
応にし、少人数での緊急報道に対
応。フロアは報道デスクや情報端
末を中心に配置し、生放送に有機
的に対応できる設計

▲双 葉ケ丘社屋の 1.3 倍の広さで、県内最大級の 205インチ大型
LED モニタ
（1.5メートル×5メートル）
を設置。報道番組の映像制作
に多彩な演出効果が可能に

屋上
テラス

ぐりり
ホール

▲︎ 2
 50インチのスクリーンと5.1チャ
ンネルのサラウンド、178 席の収
納式観覧席を備えるぐりりホール。
番
 組収録やイベントだけではなく、
試写会・コンサートなどにも使用可
能

▶︎ウッドデッキのある屋
上テラス。設置された
ブランコは番組などで
も使用される。ぐりり
の顔にデザインされた
植栽も見逃せない

スペ シャル
インタビュー

メイン
スタジオ

時代に求められる新しいローカル局とは

株式会社東日本放送
代表取締役社長

佐藤 吉雄

さん

「地域に開かれたテレビ局」
といっても、市の中心部ではない長町に、本当に人が集まってくれるだろ
うかと不安もありました。でも、
それは杞憂でした。社屋見学会に1200人を超す方が来社されました。
これまでは視聴者のみなさんと直接触れ合うことがなかったので、親子連れが楽しそうにアナウンサー
体験などをしているのを見て、涙が出るほど感激しました。1階のホールとカフェには毎日たくさんの人
が訪れ、社員の居場所がないほどです。あすと長町のポテンシャルを感じています。
以前はビジネス部門が別に拠点を構えていましたが、今は全社員が新社屋に集結しました。活発に
コミュニケーションを取ることで新しい気づきや工夫が生まれることを期待しています。
コロナ情報への県民の渇望を受け、ニュース番組の時間にかかわらずリアルタイムでネット発信を続
けたところ、
1年で1億回ものアクセスがあり、
正直驚きました。放送時間に縛られるテレビの弱点をネッ
トで補った形です。インターネットとは競争というより、特色を生かしながら共存する道を探ります。
番組の拡充、連動したリアルのイベント、それにネットでの情報発信や視聴者の交流。この３つを連
動させて新しいローカルのテレビ局を創り、未来につなぎたいと思っています。
特集・次ページへつづく
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あすと長町から始まる 新しいkhb
新社屋移転に合わせて
新たなCI（コーポレートアイデンティティ）を制定！

東日本放送の歴史
1975 年 10 月 1 日 宮城県 4 番目の民放テレビ局として上杉二丁目
に開局
1991 年 9 月 23 日 本社・演奏所が青葉区双葉ヶ丘へ移転。音声多
重放送開始
2000 年

局のイメージキャラクターとして
「ぐりり」
を採用

2011 年 3 月 11 日 東日本大震災発生。気仙沼支局、仙台空港待
機中の取材ヘリが津波で被災

これまでのカラーを一新し、生まれ変わり挑戦し続けるポジティブな新

2016 年

生 khb を表現しました。

開局 40 周年記念事業と
して映画
『殿、利息でござ
る !』
を全国公開

また、小文字の khb で、やわらかな印象やより親しみやすさが感じられ
るロゴになりました。
キャッチコピーは
2021 年 9 月 20 日 太白区あすと長町の新社屋へ移転、放送開始
2021 年 10 月 1 日 新社屋のグランドオープン
同時にロゴマークを小文字の
「khb」に変更する
など、
デザインとカラーを一新。
ぐりりもリニュー
アル

あすへの希望をつなぐ放送局として、あすと長町から情報を発信してい
きます。

イベント
情報!

khb東日本放送

※放送局の心臓部「マスター」
と呼ばれる主調整室は約 15 年で更新が必要とされ
ている。そのため、社屋移転は更新のタイミングに合わせて行われることが多い。
1975 年青葉区上杉に開局したｋｈｂは1991 年に同区双葉ケ丘に移転。それ
から30 年後の 2021 年、太白区あすと長町へ移転した。

新社屋ライトアップイベント

「khb アストノヒカリ 2021-2022」
あすと長町杜の広場公園につながる街路樹がイルミネー
ションに輝き、歩道に映し出されるヒカリとオトが次への空
間へと導きます。
khb 社屋の壁面には、ダイナミックな映像と音響による
心躍るプロジェクションマッピングを投影。
フルカラーの LED 照明でライトアップされた鉄塔も見逃
せません。
期間中は、ぐりりホールや杜の広場での関連イベントも開
催予定です。

期間／ 2021年12月１日㊌～2022年2月27日㊐
時間／ 17：05 ～ 21：05
会場／あすと長町杜の広場公園 周辺
及び khb 本社
問い合わせ／株式会社東日本放送 企画事業部
☎︎ 022-304-3055
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