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のです。今の自衛隊でも、民間企業の働きがなければ

できないことがいっぱいあります。最も秘密性の高い

兵器の修理は、昔は軍工廠がしたのですが、今、軍工

廠にあたるものは民間企業です。今の兵器はコンピュ

ータの塊だから修理するのは民間企業です。そうなる

と、民間人が戦場に行かざるを得ないことが起きる。

戦前の国民徴用令に類する法律が作られてしまうと

すれば、非常に恐ろしいことになります。 

歴史
歴史歴史
歴史上

上上
上「緊急事態」
「緊急事態」「緊急事態」
「緊急事態」は反戦弾圧にも使われた

は反戦弾圧にも使われたは反戦弾圧にも使われた
は反戦弾圧にも使われた 

  
 

日本歴史において「緊急事態条項」が悪用された例

は「戒厳令」です。「戒厳状態」布告は、日清・日露

戦争時の軍港地域のみです。 

ところが、日露戦争が終った後の日比谷焼き打ち事

件（1905年）、関東大震災（1923年）、2.26 事件（1936

年）の際には、戦時ではないので、戒厳令の一部を「行

政戒厳」として緊急勅令をもって布告したのです。こ

れでも結構強力です。一般的な行政はいったん停止し

て、治安維持とか言論統制には軍が全面に出てきます。

関東大震災では「治安維持」の名のもとに大杉栄が虐

殺され、亀戸事件が発生しました。治安維持の名目で、

野蛮なことが行われたのです。 

「行政戒厳」は 2.26 事件後の翌年の日中戦争への

反対運動の抑圧に使われます。きっかけは 2.26 事件

の「戒厳令」「行政戒厳」です。「戒厳状態」は、一種

の無法状態を作ってしまうのです。それによって、普

通なら考えられないことが堂々と行われてしまう。 

全権委任
全権委任全権委任
全権委任→

→→
→緊急事態
緊急事態緊急事態
緊急事態→

→→
→独裁
独裁独裁
独裁 

  
 ナチスドイツの場合
ナチスドイツの場合ナチスドイツの場合
ナチスドイツの場合

ドイツにおいても、有名なのはナチスドイツが第 1党

になった翌年、1933 年にヒットラーを首相とするナ

チス政権ができてすぐに行ったのが、「国会議事堂放

火事件」です。共産党員が国会議事堂に放火したとで

っち上げ、それで徹底的に反対派を弾圧する。で、「全
「全「全
「全

権委任法」
権委任法」権委任法」
権委任法」という法律を作って反対派を完全に封じ込

めてしまうのです。1932 年のナチスが第 1 党でナチ

ス政権ができた時までは、ワイマール憲法下で一応合

法的に進んでいたのが、この「全権委任法」ができた

ことで、流れがガラッと変わってしまいました。この

「全権委任法」は、まさに「緊急事態条項」です。国会が

放火されるという緊急事態、これは自民党の憲法草案

にある「社会秩序の大きな変更、動揺」です。これを

理由にこのような法律を作って、独裁体制を一気に確

立したのです。最初は共産党を大弾圧し、さらに社会

民主党も弾圧され、キリスト教関係者もどんどん圧迫

されて、段階的に弾圧が強まっていく、そのきっかけ

が「全権委任法」で、その時まさに「緊急事態」であ

るということが口実に使われたのです。 

こういうのは、何かの拍子に大きく動いてしまうと、

もう歯止めどころではなくなってしまうのです。 

 

日本の戦力—戦争準備が進み始めた 

９条が変わったら、現在の「戦力不保持」は消滅し、

本格的な兵器が何でも持てます。しかし、当面は既成

事実を作ることを中心に考えています。 

機動戦力の中核としての「ヘリ空母」が焦点です。こ

の開発を先行して、既成事実を進めています。将来的

には垂直離着陸機やオスプレイの運用が可能な「強襲

揚陸艦」──アメリカの海兵隊が使っている上陸作戦

用の攻撃機能を強めた空母――を持ちたいとその道

へ進んでいます。 

護衛艦の名でヘリ搭載
護衛艦の名でヘリ搭載護衛艦の名でヘリ搭載
護衛艦の名でヘリ搭載空母建造路線

空母建造路線空母建造路線
空母建造路線 

現在、海上自衛隊には「ひゅうが型」ヘリ搭載護衛

艦（13950 トン、ヘリ搭載 10 機）があります。2 番

艦「いせ」も完成しています。空母みたいな「ひゅう

が型」は、「はるな型」（4950 トン）ヘリ搭載護衛艦

の代替艦です。「はるな型」は普通の駆逐艦型で、ヘ

リ搭載は３機。これが古くなったので新しくしたのが

「ひゅうが型」です。自衛隊では、古いものを 1隻廃

棄して新しいものを 1 隻作った、ということで同じ 1

隻です。しかも「ヘリコプター搭載護衛艦」という名

前も同じ。今はもう、2 隻が海の上を走っています。

ここまでかというと、その次を作っています。 

「しらね型」（ヘリ搭載護衛艦 5200トン）の代替艦

として「いずも型」（19500トン、ヘリ搭載 14機）が

すでに 1番艦

は就役して 2

番艦も進水

式を挙げて

いる。物を運

ぶには、ヘリ

が降りられ

る「おおすみ

 

ヘリコプター搭載護衛艦 

「ひゅうが」型 13950トン 
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型」輸送艦があります。ホバークラフトには戦車も積

んで上陸作戦をやります。こういうものをすでに持っ

ています。「ひゅうが型」と機能が合体しつつありま

す。「いずも型」1番艦進水式の時に、ＮＨＫが「空母

のような形が特徴」と言いました。護衛艦というのは、

国際的には駆逐艦のことです。「ヘリコプターを積ん

でいる駆逐艦だ」と。「いずも」はすでに海の上を走

っています。これはどう見ても空母です。しかし名前

は一応、「ヘリコプター搭載護衛艦」です。大きさも 2

万トン近い。 

2 万トンに近い駆逐艦と言ったら世界的に例がない。 

2番艦の名前「ひゅうが」「いせ」「いずも」「かが」

はかつての航空母艦と同じ名前で、みんな江戸時代ま

での旧国名です。帝国海軍では、旧国名を戦艦に付け

ていたのです。そういうグレードを考えて付けている

のです。明らかに既成事実が進んで、こういうものを

持っているから、これができる仕事を後付けして行っ

ているわけです。艦がどんどん大型化するのは、遠く

まで出ていくため、燃料搭載量を大きくし、ヘリコプ

ターや物をたくさん積み、居住性も良くしなければな

らないからです。 

＜この先はどうなるのか＞
＜この先はどうなるのか＞＜この先はどうなるのか＞
＜この先はどうなるのか＞ 

  
 既成事実としていろ

いろなことができるハードをどんどん作っています。

「いずも型」は結構大きな船です。「おおすみ」は「ひ

ゅうが」や「いずも」に比べたらずっと小さい船なの

に、オスプレイが降りるという運用ができます。当然

「いずも」なら、十分にオスプレイが発着できる。オ

スプレイは大きいので格納

はできないが、これをプラッ

トホームにして着艦し、飛び

立つことは十分に可能です。

輸送艦「しもきた」が米軍と

共同演習をやってオスプレ

イが着艦しようとしている

写真もあります。これらが合

体したものが、アメリカ海兵隊「タラワ型強襲揚陸艦」

ベロー･ウッド 39000 トンです。これはまだ日本は持って

いません。ヘリコプターや、オスプレイも載せられま

す。垂直離着陸機も載っています。このアメリカの強

襲揚陸艦は、まさに日本のヘリ搭載護衛艦と「おおす

み型」輸送艦が合体したようなもの。これが、これか

らの発展形です。これは一番攻撃的な艦船です。上陸

作戦を行うためのものです。こっちの方に進んでいる

ようです。これは 4 万トン近くて、「いずも型」のさ

らに倍です。今からもう一段階先に進まないと作れま

せんが、私たちがうっかりしていると、「もうでき上

がりました」みたいなことになります。今までも 5000

トンぐらいの船がいつのまにか 2万トン近くになって

も、「ヘリ搭載護衛艦だ」とずっと言い張ってきまし

た。自衛隊は名前でごまかして本質を隠しています。  

恐ろしいアジアでの軍拡—中国・日本・インド 

安倍政権で軍事費が上昇
安倍政権で軍事費が上昇安倍政権で軍事費が上昇
安倍政権で軍事費が上昇―「既成事実」

―「既成事実」―「既成事実」
―「既成事実」の進行

の進行の進行
の進行 

  
 

安倍政権になって軍事費がまた上昇に転じました。

もともと軍事費は世界第 6 位です。この 10 年間、世

界の軍事費ランキングで日本は 5位、6位。冷戦期は、

1位アメリカ、2位日本の時代もありました。5位、6

位でも相当な額です。アメリカがトップ。アメリカ一

国で世界の軍事費の半分を使っている。その 3 分の 1

か、4 分の 1が中国。ロシア、サウジ、フランス、日

本、イギリス、インド。 

中国、日本、インドという三本柱が、アジアの軍拡

の牽引車になって競い合っています。中国が軍拡する

と、必ずインドが軍拡する。当然、日本も軍拡する。

こういう悪循環になっています。 

軍事費は下方硬直性と言われて、減りにくいもの。

前年踏襲型の予算編成が行われることと、高額兵器の

後年度負担──今年払わなくても来年、再来年でいい

という形で代金が支払われている。

毎年 2 兆円ぐらい、ツケ払いをし

ている。これはすごい額です。軍

事費は全体で 5 兆円なのに、2 兆

円も先送りするというやり方です。

それが累積して今は 3 兆円ぐらい。

下手をするともっと増える。その

最たる事例が、1隻 1500億円のイ

ージス艦。「いずも型」ヘリ搭載護衛艦もそれに近い

額です。 

陸軍力、日本は仏
陸軍力、日本は仏陸軍力、日本は仏
陸軍力、日本は仏・

・・
・伊
伊伊
伊・
・・
・英より多
英より多英より多
英より多い

いい
い 
  
 

陸軍力
陸軍力陸軍力
陸軍力では日本は 16 位より下なので、少ないよう

に見えますが、英仏よりも多く、日本より下にイスラ

エル、フランス、イタリア、イギリスがあります。あ

 

アメリカ海兵隊のタラワ型強襲揚陸艦 

ベロー･ウッド 39000 トン 
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の戦争が大好きなイスラエルさえも日本より少ない

のです。陸軍がフランスは 11 万人、ドイツは 6 万 3

千人です。ドイツ陸軍は冷戦期に最高 50 万人が、今

は 6万 3千人です。陸上自衛隊は今は 14万人ですが、

もともと定員 18万人の時代に 15万人ぐらいしかいな

かったので全然減らしていない。 

海軍力
海軍力海軍力
海軍力は日本が現在、3隻のヘリ空母を持っており、

46万トンで 6位。アメリカ、ロシア、中国、イギリス、

インド、日本。インドと日本が競り合っている。アジ

アで軍拡競争になっているのです。「ひゅうが型」が

できる前に、イギリスの海軍年鑑にイラストが載りま

した。それが発表されたために、中国は「日本が空母

を作っている」と言い「我が国も作らなければ」とい

うことで、中国は 1隻空母を持っています。垂直離発

着機が降りられる、日本のヘリ空母より一歩先に進ん

だものを先に作りました。となると、さらにその先を

行くものを作りたくなるわけで、軍拡ゲームにとりつ

かれることになるのです。 

航空戦力
航空戦力航空戦力
航空戦力は、12位ぐらいですが日本よりも下にフラ

ンス、イギリスがいます。ですから、もう結構な軍事

費を投入しているのです。決して自衛隊が予算規模で

小さいとか、軍事力として小さな存在ではないという

ことです。しかし、なかなかそう思われないようにイ

メージ操作がされている。そして知らないうちに既成

事実がどんどん進んでいるということです。 

─
──
─ 
  
 小括
小括小括
小括 

  
 ─
──
─ 
  
 

安倍政権は、「緊急事態条項」を突破口に９条改憲

へと突き進む。これは必ずセットです。私たちとして

は、領土問題とか国際的な緊張を９条改憲の突破口に

させないことです。 

北朝鮮
北朝鮮北朝鮮
北朝鮮 

  
 通常戦力は役に立たない
通常戦力は役に立たない通常戦力は役に立たない
通常戦力は役に立たない 

  
 

北朝鮮がミサイルを撃ったりして、危機感が煽られ

ています。北朝鮮はこの頃、データや写真も発表して

います。それらを見れば見るほど、逆に北朝鮮の内情

が苦しいということが判ります。軍事パレードの映像

では、ミサイルのトレーラーはたくさんありましたが、

上空を飛んでいる飛行機がない。空は空白です。飛ん

でいないということは何なのか。ロシアから買った最

新鋭機を 20 機ぐらい持っているが、どうも燃料が十

分じゃない。イギリスの軍事年鑑「ミリタリーバラン

ス」には、北朝鮮空軍パイロットの飛行訓練時間は年

間 12時間となっています。自衛隊なら 150時間から

200時間ぐらいです。この数字は驚くべき数字です。

つまり、大戦末期の日本軍とほぼ同じ状況になってい

るのです。通常戦力は、ほぼ役に立たない状態になっ

ている。普通に買える軍事年鑑にそう出ているので、

もっと詳しい人には当然、それが判っています。だか

ら北朝鮮は、他国から侮られないようにという発想で、

核を持つという選択をして、相手を威圧しているので

す。その両方見ていかなければいけない。 

脅威
脅威脅威
脅威 

  
 アジアにおける軍拡の連鎖
アジアにおける軍拡の連鎖アジアにおける軍拡の連鎖
アジアにおける軍拡の連鎖 

  
 

これが非常に恐ろしいことです。今、中国や北朝鮮が

怖いぞと、軍拡モードになっています。日本が軍拡す

れば中国の軍拡に拍車がかかり、当然インドが軍拡す

る。インドが軍拡するとパキスタンが軍拡し、中東諸

国が軍拡し、イスラエルが軍拡する。日本人が知らな

いところまでどんどん軍拡していってしまうという、

これが軍拡の連鎖です。自分たちの意思と関係ないと

ころまでどんどん進んで行ってしまう。力で脅威を抑

えるという発想をすると、軍拡の連鎖に巻き込まれて

しまい、さらに既成事実の先行を許してしまうことに

なります。ですから脅威を作らない戦略、国家の在り

方を考えなければいけない。 

 

軍拡を経済成長の手段にさせ
軍拡を経済成長の手段にさせ軍拡を経済成長の手段にさせ
軍拡を経済成長の手段にさせてはなら

てはならてはなら
てはならない

ないない
ない 

「軍備の拡張は経済発展に繋がる」論調を認めては

いけない。日本の多くの企業の技術は、非軍事的なと

ころで発展してきたことは誇るべき点です。それをか

なぐり捨てて、この間も潜水艦をオーストラリアに売

り込みに行って失敗しました。──あれは「そうりゅ

う型」という三菱重工と川崎重工で作っている潜水艦

です。一発当てれば大きくて、1隻潜水艦を売れば 600

億円というレベルですから、それをやってしまうと、

軍需産業立国みたいな方向に行ってしまう。儲かるか

らということで軍事に転用してしまうと、取り返しの

つかないこ

とになって

いくと懸念

しています。 

 

戦争法廃止の「2000万署名」を 

訴える映画人九条の会 
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ＮＨＫ経営委員の選任、次期会長の選考 

市民 26 団体が政府・ＮＨＫに 5.1 要望書提出 
  新しいＮＨＫ経営委員について政府の人事案が衆院（5月 12日）・参院（5月 13日）で可決されました。 

これに先立ち、5月 1日、全国の２６市民団体は、「選出基準」や「選出プロセスの公開」などを政府・衆参

両院に共同で申し入れました。また、来年 1月の会長改選について、選考手続きの改善を 3点にわたって経営

委員会に申し入れました。 

ＮＨＫ経営委員選任にあたっての申し入れ（６月に５人交代） 

———申入れ事項——— 

1
11
1．
．．
． NHK が担うべきジャーナリズムとしての機能とゆたかな文化をはぐくむ役割を深く理解し、NHK を権力

から自立したメディアとする砦としての役割を経営委員会が担うのにふさわしい見識を持った人物かどう

かを選考の基本に据えること 

2
22
2．
．．
． 任期が満了する経営委員についても、各委員の任期中の言動に示された資質を上の基準に照らして検証し、

再任の可否を判断すること。いやしくも再任について委員ごとに恣意的な選別がされないよう、透明で公平

な選考と審査を行うこと 

3
33
3．
．．
． 受信料を負担し、NHK の経営を支える視聴者に候補者の公募、推薦の途を開き、政府が選考した候補者

とともに透明な審議を行うこと 

4
44
4．
．．
． 国会での同意の採決に先立って、視聴者に公開された国会の場で各候補の所見を聴取すること  

次期会長の選任にあたっての申し入れ（2017 年 1 月任期満了） 

 ———申入れ事項——— 

  １．
１．１．
１．籾井会長の再任は絶対にしてはならないこと 

   ２．
２．２．
２．会長選考過程に視聴者・市民の意思を広く反映させること 

   ３．
３．３．
３．会長の資質要件を一層充実させること 

 

 
 

ＮＨＫ会長・経営委員の選出に視聴者の声を 

—大阪と東京で相談会— 

   

大阪会議（３月２６日）           東京会議（４月１７日） 

     11 団体 23名参加              13 団体 20名参加 

 

＜申入れ団体＞（順不同） 

ＮＨＫとメディアを語ろう・福島／ＮＨＫとメディアを考える茨城の会／ＮＨＫ問題大阪連絡会／ＮＨＫ問題を考

える岡山の会／ＮＨＫ問題を考える会・さいたま／ＮＨＫをただす所沢市民の会／ＮＨＫ問題を考える会（兵庫）

／ＮＨＫ問題を考える東海の会／ＮＨＫ問題を考える奈良の会／ＮＨＫを監視・激励する視聴者コミュニティ／時

を見つめる会／メディアを考える市民の会・ぎふ／ＮＨＫ問題を考える堺の会／政府から独立したＮＨＫをめざす

広島の会／「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクションセンター（ＶＡＷＷ ＲＡＣ）／マスコミ問題を考える秋田の

会／ＮＨＫ問題を考える会（屋久島町）／放送を語る会／日本ジャーナリスト会議（ＪＣＪ）／ＮＨＫ問題を考える滋

賀連絡会／ＮＨＫ全国退職者有志／アクティブ・ミュージアム『女たちの戦争と平和資料館』（ｗａｍ）／ＮＨＫ問題

京都連絡会／ＮＨＫを憂える運動センター・京都／籾井さん！ＮＨＫ会長やめはったら受信料払います京都の会

／ＮＨＫを考える福岡の会（以上２６団体） 
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 （問）
（問）（問）
（問） ＮＨＫ経営委員の役割は？ 

（答）
（答）（答）
（答） 予算や事業計画、会長の選考、会長・役員の監督

予算や事業計画、会長の選考、会長・役員の監督予算や事業計画、会長の選考、会長・役員の監督
予算や事業計画、会長の選考、会長・役員の監督 

  
 

  ＮＨＫの最高意思決定機関
最高意思決定機関最高意思決定機関
最高意思決定機関です。放送法で設置が決められており、委員は１２人。 

   月２回開かれる会合で、ＮＨＫの予算や事業計画を議決したり会長、役員を監督します。 

（問）委員はどうやって選ばれるの？ 

（答）総務省が人選し、政府が国会（衆参）に提案して同意を得ます。（国会同意人事という） 

   任期は３年。今回は任期満了に伴い６月に４人が新任され、１人が再任されました。 

（問）政府が選ぶと政権寄りの人が多くならない？ 

（答）そのとおり。安倍政権では、４人が安倍首相を応援する人たちです。 

   経営委員会での会長の人選を左右する影響を持ちます。 

（問）籾井会長の発言やＮＨＫの不祥事が批判されているけど、経営委員会はなぜ、会長を罷免できないの？ 

（答）経営委員会が何度か会長に注意をしたが効果がなく視聴者の声に応えません。経営委員会は視聴者の度重

なる罷免の要求に対し「しっかり指導監督する」というばかりで罷免に踏み込むことを避けている。監査

委員会の機能も十分に発揮されているとは言えません。   

（問）経営委員の推薦基準はどうなっているの？ 

（答）放送法には「公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者。 

   選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野、および全国各地が公平に代表されされること

を考慮しなければならない」（同法第 31条第 1項）と規定されています。 

（問）今回選任された経営委員の特徴は？ 

（答）退任した人の中には、３人の大学教授がいましたが、今回選任された人の多くが経済界(財界)出身者です。 

（問）前回選任された長谷川三千子氏や百田尚樹氏のような安倍政権の応援団のような人はいませんか？ 

（答）渡邉博美氏(６９歳)は、肩書は「福島ヤクルト販売㈱代表取締役会長」となっていますが、別の肩書きは、

福島県商工会議所会長でもあり「全国防衛協会連合会」理事です。 

   全国防衛協会連合会のホームページには＜防衛意識の高揚を図り、防衛基盤の育成強化に寄与するととも

に、自衛隊の活動を支援・協力することを目的とする民間の全国組織です＞と書かれています。 

全国防衛協会連合会の会長は、三菱重工業相談役、副会長・理事長は、江間清二・元防衛事務次官、１５

名の連合会副会長には、IHI相談役、東芝相談役、川崎重工業相談役、富士通会長、旭化成専務、自衛隊

協力会連合会長などの名前が連なっています。武器メーカー、原発メーカー、防衛官僚 OBが顔をそろえ

ています。こうした組織のメンバーを NHK経営委員として送り込むことは、自衛隊を将来「国防軍」と

したい安倍首相にとって、NHKを盤石な「アベチャンネル」化する布石と考えられます。 
  
 

新経営委員５人（内１人は再任） 

                    

小林いずみ      上田良一(再任)    堰八義博    宮原秀夫      渡邊博美 

ANAホールディングス㈱ 元三菱商事㈱     ㈱北海道銀行  ナレッジキャピタル 福島ヤクルト販売㈱ 

社外取締役      代表取締役兼副社長  代表取締役会長 代表理事      代表取締役会長 

           執行役員              元大阪大学総長 
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震災報道で原発をタブーにするな！ 
 （5/10）兵庫の会が申し入れ

兵庫の会が申し入れ兵庫の会が申し入れ
兵庫の会が申し入れ 

    

 

「ＮＨＫ問題を考える会・兵庫」は、籾井会長

の発言を重視し、籾井会長の辞任とＮＨＫ独自

の原発の調査報道を求めました。 

ＮＨＫの今後がますます心配になる。 籾井勝人会長が衆

院総務委員会に参考人として呼ばれ、熊本地震に関する局内

の会議で原発をめぐる報道は「公式発表をベースに」するよう

指示していたことを認めた。 自身の説明によると、公式発表と

は気象庁や原子力規制委、九州電力によるものを指す。 発

表されたものをそのまま流すだけでは報道機関の責任は果た

せない。発表されていない情報を発掘して読者や視聴者に伝

えるのがメディアの役割だ。会長の発言は問題が多い。  

会長はこんな説明もした。「不必要な混乱を避けるという意

味で、根拠もなしに（情報を）出すことはできない」逆に問いた

い。気象庁や規制委、九電の情報だけ伝えていれば、住民は

安心できるのか。福島の原発事故では政府が正しい情報を迅

速に伝えなかったために不安と混乱が広がった。 緊急時迅

速放射能影響予測ネットワークシステム（ＳＰＥＥＤＩ）のデータ

の公表が遅れ、避難に生かせなかったのは典型だ。 ＮＨＫ

の取材班は原発事故のあと、ドキュメンタリー番組シリーズ「ネ

ットワークでつくる放射能汚染地図」を放送して反響を呼ん

だ。市井の老科学者と一緒に放射線量を測定して回り、災害 

 

NHK 神戸放送局へ申し入れる兵庫の会・世話人 

 

川内原発周辺の活断層 

――申し入れ書――
――申し入れ書――――申し入れ書――
――申し入れ書―― 

  
 

「NHK は５年前のフクシマ原発事故で『直ちに健康に影響

がない』と言う政府発表を繰り返したうえ、正しい情報を伝え

ず、福島県民に大きな被害を出しました。 

『ＮＨＫは大本営発表』と批判された反省がありません。地

震の影響が最も心配されている薩摩川内原発、玄海原発、

伊方原発について、原発本体だけでなく、使用済み核燃料

の保管場所や保管状況、万一、事故が起きた場合、避難体

制は十分できているのか、などＮＨＫ独自の調査で視聴者の

関心と不安に応える報道を要求します。 

 全国各地にあるＮＨＫ放送局は、所在地にある原発につい 

て、電力会社、自治体の責任者から取材を行うべきです。

独自調査で『皆さまのＮＨＫ』としての真価を発揮されるよ

う、願っています。」 

再稼働中の川内原子力発電所 

 

ＮＨＫ籾井会長 

原発については、住民の不安を

いたずらにかきたてないよう、

公式発表をペースに繰り返し

伝えることを続けてほしい 

 

社 説     ＮＨＫ会長「発表報道」の情けなさ（4/28 信濃毎日新聞）  

の実態を明らかにした。 高い汚染を知らされないまま

避難所に居続ける人たち。餌をやれず３万羽の鶏を餓

死させた養鶏農家…。番組は２０１３年のＪＣＪ（日本ジャ

ーナリスト会議）大賞を受けている。 会長の指示を厳密

に守れば、こうした番組は作れなくなる。職員は映像ジ

ャーナリストとしての力を発揮できなくなる。 ２年前の会

長就任会見を思い出す。領土問題について「政府が右

というものを左というわけにはいかない」。特定秘密保護

法について「（法案が）通ってしまったので、もう言っても

しょうがないんじゃないか」。発言が批判を浴びると「個

人的見解」だったとして撤回している。 

 「公式発表をベースに」との今度の指示を見ると、報道

機関が政府から距離を置くことの意味が今も分かってい

ないのではないかとの疑問がわいてくる。 籾井会長の

任期は来年１月で切れる。会長を選ぶ権限は、放送法

の上では経営委員会がもつ。浜田健一郎委員長ら経営

委は、ふさわしい人が次の会長に選ばれるよう環境を整

えてもらいたい。  

熊本地震 
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高市総務相 

安保法案の強行採決しに賛成した議員らへの落選運動に取り組む「落選運動

を支援する会」が 2016 年 5 月 10 日、自民党の高市早苗総務相（奈良２区）、

田野瀬太道議員（奈良 4 区）、奥野信亮議員（奈良 3 区）の 3 人を政治資金

規正法違反の疑いで奈良地方検察庁に告発した。3 人の収支報告書から、高

市氏に 925 万円、田野瀬太道氏に 440 万円、奥野氏に 327 万 9400 円の

「不記載」が見つかったという。 

告発状はいずれも「闇ガネ」である可能性を指摘している。 

（取材・文原佑介、 文責・岩上安身 より引用） 

告
告告
告 
  
 発
発発
発 
  
 状
状状
状        2016 年 5 月 10 日 

奈良地方検察庁 御中                         

                            告発人 上脇博之ら 13 名代理人 

                                弁護士  阪口 徳雄 

                         （別紙代理人目録記載の弁護士 25名代表） 

 

 山本（高市）早苗総務大臣、田野瀬太道・奥野信亮衆議院議員
山本（高市）早苗総務大臣、田野瀬太道・奥野信亮衆議院議員山本（高市）早苗総務大臣、田野瀬太道・奥野信亮衆議院議員
山本（高市）早苗総務大臣、田野瀬太道・奥野信亮衆議院議員 

  
 

                 
                                  
                 政治資金規正法違反告発事件

政治資金規正法違反告発事件政治資金規正法違反告発事件
政治資金規正法違反告発事件 

  
 

 

                告
告告
告 
  
 発
発発
発 
  
 の
のの
の 
  
 主
主主
主 
  
 旨
旨旨
旨 
  
 

                   

被告発人山本（高市）早苗（「自由民主党奈良県第二選挙区支部」（以下「第二選挙区支部」という） 

の代表、同木下剛志（「第二選挙区支部」の会計責任者）、同田野瀬太道（「自由民主党奈良県第四選挙 

区支部」（以下「第四選挙区支部」という）の代表）、同太田晃司（「第四選挙区支部」の会計責任者）、 

同奥野信亮（「自由民主党奈良県支部連合会」（以下「県支部連」という）及び「自由民主党奈良県 

第三選挙区支部」（以下「第三選挙区支部」という）の代表）、同上田悟（「県支部連」の会計責任者）、 

同西川史郎（「第三選挙区支部」の会計責任者）の各行為は、以下の告発事実記載の各法条に違反する 

ので早急に捜査の上、厳重に処罰していただきたく告発する。 

記
記記
記 
  
 

 第
第第
第 1

11
1 
  
 告発事実
告発事実告発事実
告発事実 

  
 

1
11
1 
  
 山本
山本山本
山本(

((
(高市
高市高市
高市)

))
)早苗らの告発事実
早苗らの告発事実早苗らの告発事実
早苗らの告発事実 

  
  
  
 (1)受領寄付 440万円の不記載とその「闇ガネ」支出 （2012年） 

                (2）同    435万円                              (2013年) 

                (3）計 50万円の収入の不記載と「闇ガネ」支出      （2014年） 

                    ア. 政治資金 パーティー券代40万円 

 イ. 受領寄付計 10万円 

安倍内閣にまた「政治とカネ」   市民団体が刑事告発！ 

高市早苗総務相に計 925 万円もの「闇ガネ」疑惑が浮上！ 

奈良選出の自民党・田野瀬太道、奥野信亮議員と合わせ 


