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(2/18)  「メディアを考える市民のつどい」－「原発神話とテレビ」 

政府・電力会社の番組介入まざまざ 

加藤久晴氏が証言 

 

 

講演中の加藤久晴さん 

２月１８日（土）、「メディアを考える市民のつどい」

を行いました。テーマは「原発神話とテレビ」です。

講師は加藤久晴さん（元日本テレビディレクター、

元東海大教授、現在メディア総研研究員）。 

参加者は会場いっぱいの１６０人でした。 

加藤さんは1960年～97年まで日本テレビでディ

レクターとして、多くの番組制作をされてきました。 

初めに、反原発番組で数々の賞をとった「核・まい

ね～揺れる原子力半島」（青森放送制作・１９８８年）

が上映されました。若い母親たちが 24 年も前に六

ヶ所村の核燃料施設反対の運動に立ちあがってい

る姿は、現在の福島の母親たちと同じで感動的でし

た。 

加藤さんは、前置きに「もし、テレビが原発ときちん

と向き合っていたら福島の事故は起きなかったし、

狭い地震列島に５４基もの原発を作られなかったの

ではないか」と切り出され、テレビが原発神話を浸

透させてきたさまざまな推進番組や電力会社の圧

力と番組介入の実態を告発されました。 

ふだん聞くことのない民放のリアルな話に参加

者は聞き入りました。たくさんの意見や質問が出さ、 
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会場いっぱいの参加者（神戸市生田文化会館） 

れ時間が足りま

せんでした。 

会場からは「この

ような催しがある

ことを日本中が

知っていたらよか

ったのに」「加藤

さんのお話をもっ 

と聞きたい」「もっとこんなところに来ないかんな

あ」｢こんな企画をどんどんやってほしい｣という感

想が出されていました。 

〈次回のご案内〉 

ビキニ事件と福島原発 

消された被爆の真実 

－ 「核の平和利用」と原発持ち込み ー 
ＮＨＫ ETV 特集「大江健三郎 大石又七 

 核をめぐる対話」の番組制作者との対談 

お話 

大石 又七さん 
元第５福竜丸乗組員 

聞き手 

永田浩三さん 
元ＮＨＫﾁｰﾌ・ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 

現在： 武蔵大学教授 

と き ２０１２年6 月 2日（土） 

     １３：３０～１６：３０ 開場 １３：００ 

会 場 神戸市立 生田文化会館 2F 

資料代 一般 1000円 学生 500円 

 

 

 



第 2 部 加藤久晴さんのお話（要約） 

テレビが原発神話を作ってきた 

すり替えという手法 

竹内均という東大名誉教授（元「ニュートン」の編

集長）が流れ星のようなものが宇宙を飛んでいる画

面で「これは自然の放射能だ、だから原子力の放射

能も安全」というスポット宣伝を平気でやる。このす

りかえは、ＣＭだけでなく事故直後もいろんな番組

で行われてきた。例えば、外国旅行に行くと航空機

の中で放射能をたくさん浴びているとか、レントゲン

を１回受けると放射能を浴びるとか、ワイドショーな

んかでさかんに言っていた。「自然放射能と同じく原

発事故で出た放射能は安全だ」と言いたいわけで、

これらはとんでもないすり替え。こういうことは広

告基準で厳しく禁じられている。すり替えの手法にも

いろいろあり、一家４人が自転車で森の中にハイキ

ングに出かけ、お弁当を食べるシーンを映して、「森

の中にも自然放射能がある」というＣＭなどインチ

キ、すり替えを何本も放送している。 

 

原発神話とテレビ 

第 1 部 ドキュメンタリー 上映 

「核・まいね～～～～揺揺揺揺れるれるれるれる原子力半島原子力半島原子力半島原子力半島」～～～～ （日本民間放送連盟賞最優秀賞･他受賞） 
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ナレーション「核燃料サイクル施設の安全性を保証する技術はまだ確立していない。 

確立していない以上は、核まいね！。本州北端の原子力半島はゆれている。」    

 テレビが原発ときちんと向き合っていたら､事故

は起きなかったし、狭い地震列島に 54 基も原発

は作られなかったのではないか、安全神話を助

長したのがテレビだと思う。テレビの罪は大きい。 

① 大量の推進映像が 

「安心・安全・安価・安定」をキ―ワードに 

 原発ＣＭのキーワードは４つ、「安心・安全・安価・安

定」というのは全部ウソとバレているが、宣伝では全

部強調されている。例えば、「安全」のＣＭではハイジ

がバルーンで空を飛んでいる映像で、ワシが紐を切っ

たら、大人たちが下でシートを拡げて受け止めるシー

ンに「安全な原子力発電」という字幕が出てくるなど。 

 

 

もう！六ヶ所村の漁民だけの問題ではありません。もう！人類

の問題だと思います。いちど操業されて（事故がおこると）逃げ

場所が全くないのです！ 

大量の放射能がひとたび環

境中に放出されると、 

田んぼや畑、農地は農地で

なくなるんです。 

私たちのすべての生活の意

味が失われます！ 



広報番組・ＣＭの量と時間 

ＣＭにはスポットと提供（番組のスポンサー）の 2 種類

がある。提供は番組に付いているＣＭで、スポットは番

組のあいだで放送される。スポットＣＭが急に多くなっ

たのは、１９７９年のスリーマイル島の事故の後。反原発

の運動がさかんになったので。これを押さえるためと

思われる。 民放労連の調査によると、東京で、当時１

年に１人当たり１９８回見たといわれる。そのくらいのべ

つくまなく原発ＣＭが放送された。青森放送は、「核・ま

いね」を作った同じフロアーで広報番組を作っている。

作らざるを得ないいろんな状況がある。広報番組はや

りやすいし、お金はたっぷりある。普通のドキュメンタリ

ーと比べると０のけたが一つ違うくらい制作費を沢山

かけられる。しかも海外ロケがある。地方局は海外ロケ

に行くチャンスは少ないから乗っかるということがあ

る。 

放送時間帯も９時～１１時までのプライムタイム（ゴー

ルデンタイム）に放送する。反原発番組は、夜の夜中に

地方局でひっそり放送される。明日は仕事という人が

日曜深夜のローカル番組など見られない。昼間と夜で

は視聴率が全然違う。１％で１００万人と言われるが、ゴ

ールデンタイムは１０％以上、深夜の番組で２～３％、よ

くて５％だといわれる。 

推進番組のいろいろ 

「ケントギルバートの不思議なエネルギーの話し」 

これは労働組合が問題にし、世論の批判を浴びた番

組。初めに能舞台のシーンや奈良の大仏を映し、「日本

人は素晴らしい」と持ち上げ、一転し銀座で「ここで売

られているもの、車のガソリンなどは全部外国製、日本

は資源小国だ」と言い、「それを救うのが原発です」と

福島原発を宣伝する。日曜日午前中の 1 時間番組だっ

たが、視聴率はわずか２％だった。地元に原発を抱える

日本海テレビは放送しなかった。広報番組では視聴率 

をあげるために外国ロケ

を多用したりする。そうい

うケースに「原子炉のふ

たが開くとき」（フジテレ

ビ）がある。 

 

原発ＣＭは違法な意見広告 

放送法は「放送は公正・公平でなければならな

い」、「広告基準」には「視聴者に錯覚を与えるよう

な表現はいけない」とある。ところが原発の宣伝は

意見広告と同じ。「安全・安心だ」と。キャッチコピー

では「明日を支えるエネルギー原子力発電」「原子

力発電は安全第一に取り組んでいます」「原子力は

くらしを支える安全エネルギー」。これらは完全な意

見広告であり、放送の広告基準にひっかかる。 

それについて、ある時、私は営業の考査部に「こ

のＣＭはまずいんじゃないか、意見広告になっている

んじゃないかと」と言ったことがある。考査室は、持

ち込まれるＣＭで基準に引っかかるものは突っ返す

という仕事をするところ。「原発で突っ返すものはあ

るが、今、出ているものは意見広告ではない、問題

はない」と開き直っていた。原発の広告ＣＭはものす

ごいギャラだから、電力会社が非常に贅沢なお金を

使ったＣＭを広告代理店に持ち込んだものを返すと

ものすごい損失が出る。考査部の担当者は営業から

もやられる。 

 意見広告の考え方を逆に使っているケース 

瀬戸内海放送―自然食品会社を拒否 

四国で自然食品の会社がスポットＣＭを出してい

て、下の方に小さく「原発バイバイ」と書いてあっ

た。内容からして自然な流れであったが、瀬戸内海

放送はそれを問題にして、６カ月の放送予定を２回で

放送を中止した。自然食品会社の社長は、「納得でき

ない」と裁判に訴えた。最高裁までいって負けてしま

った。局の言い分は「意見広告」で放送基準に反する

ということ。原発安全は放送しておきながら自然食

品会社のちょっとしたセリフを排除するというのは

おかしい。 

テレビ朝日―「通販生活」を拒否 

昨年、１５秒のＣＭで「原発を止めるのか、

続けるのか国民投票しよう」「通販生活

の冬の特集号は国民投票です」という

雑誌の宣伝をテレビ朝日は、「意見広告

になる」と放送を拒否してきた。意見広

告を逆に使っている傾向がある。 
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「プルトニウム元年」広島テレビ 

原発神話とテレビ 



原発神話とテレビ 

②広報は「日本原子力 

文化振興財団」の指示 

「原子力ＰＡ方策の考え方」という文書により、推進

番組やＣＭの指示を出している。この財団は１９６８年に

「原子力ムラ」の１つの団体として作られた。原発推進の

総本山で司令塔だ。これに基づいて原発ＰＲをするが、

これまでいろんな問題をおこしている。原発に反対す

る住民や学者、ジャーナリストなどの個人情報をとって

政府に流していると言われている。１９８８年に事件があ

った。財団の職員が市民集会に紛れ込んで個人情報を

収集して自民党に流して問題になったのだ。税金・公金

を使ってスパイみたいなことをするのはとんでもない

ことだ。「ＰＡ方策の考え方」を作った財団の委員長は、

もと有名な読売新聞の論説委員だ。ジャーナリストとい

うのは市民の側に立って番犬にならなければならない

と言われているが、権力の側に立って金をたくさんも

らって市民をどうやってだますか、原発賛成に回すか

という指南書を作っているわけで、非常に問題だと思

う。 

＜ＰＡの内容はどんなもの＞ 

「市民は原発に無知だから教えてやる」という視点

で書かれた一方的な世論操作指南書である。強調され

ているのは「くり返し、くり返し言うと刷り込み効果が

ある」、「原発事故は広告のチャンス」、「学者や文化人

の使い方」ひどいのは教科書の中に「原発の安全性を

宣伝せよ」「教科書検定に反映させよ」と主張してい

る。 

＊ ＰＡとは・・・パブリック・アクセプタンスの略で

「人々に受け入れさせる」という意味。科学技術

庁の委託を受け日本原子力文化振興財団が１９９

１年３月にまとめた。 

ジャーナリストを丸抱え 

マスコミ対策として「記者クラブの記者を利用せよ」と

書いてある。電力会社が記者に近づくため趣味などの

個人調査をした事件も明るみになり問題になった。「記

者たちを原発施設の見学会に連れ出せ」というのは常

とう手段だ。一般にもメディア相手にもわずかな金で

豪華な旅行をさせている。３．１１の当日に、メディアの幹

部が電力会社の接待で中国旅行に行っていたと言わ

れている。 

定期点検の時を利用して「原子炉の青いきれい

な炎」を見せるという売込みの広報番組。それだけ

では間が持たないのでドイツ、フランス、アメリカな

どのロケを入れている。その他、テレビ新潟の「ラ

インのさざなみ」とか、テレビ東京の「いま原子力

発電は・・」などたくさんの推進番組がある。 

カモフラージュ番組というのがある。民放ではス

ポンサーの名前を出さなければならないことにな

っている。東北のケースであるとき、スポンサー名

が出てこない番組が放送された。市民団体や労組

が追及したら、ようやく東北電力というのがわかっ

た。なぜ、そうするのかというと、内容が非常に一

方的だから、普通に放送したらまずいということで

名前を隠して放送する。覆面スポンサーだ。 

トークショーへの介入 

ＣＭでプルト君というアイドルが、原発から放出され

た海水を飲んで「ボク、大丈夫」というＣＭがあっ

た、あるタレントがワイドショーで「あれはおかしい」

と言ったらすぐスポンサーから圧力がかかって謝罪

させられた。そういうことが広がって番組の中で原

発をからかったり、批判できない風潮ができてく

る。 

１０大ニュースへの圧力 

年末に各局が作る「１０大ニュース」に原発事故が

入ると電力会社から圧力がかかってくる。プロデュ

ーサーが電力会社に呼びつけられて「外せ」と言

われる。１０大ニュースは視聴者や局外の委員会が

選んでいるものなので「外さない」とがんばると営

業ががっくりくる。スポンサーを降りてしまうから。１

０大ニュースとか、スペシャルものはお金がかかる

もの。簡単に次のスポンサーをつけるわけにいかな

い、局にとっては経済的な損失になってくる。１０大 

ニュースから

外したものは

かなりある。

それくらい日

常的に口出し

をしてくる。 

－４－ 

 



「核・まいね～揺れる原子力半島」の場合 

「まいね」というのは「ノー」ということ。広告代理店

や営業が口出ししてくる中で、「ノー」』というタイトル

をつけて 7 本放送された。これはなかなかできないこ

とだ。ローカル番組の「ＲＡＢレーダースペシャル」の中

で企画され、高い視聴率をとり、「ＮＮＮドキュメント」（日

本テレビ）で全国放送した。六ヶ所村の核燃料施設に反

対する地元の人たちの活動を描いている。いろんな賞

をとったが、「ＲＡＢレーダースペシャル」は無くされ、こ

の番組を作った人たちも職場を解体されてしまった。 

これを放送する前に、科学技術庁が横やりを 2 か所

入れてきた。「被ばく量が広島原発の何倍という言い

方はやめてくれ」という圧力、「まだ技術は確立してい

ない」というナレーションについて、「確立しているの

だからそういう言い方はやめてくれ」と言ってきた。表

現の自由を侵すような圧力を平気でかけてくる。推進

派がなんでこの番組を敵視したかというと、一貫して

市民の側にたった視点で描いているから。その痛いと

ころを突かれたから制作部は目の仇にされてしまっ

た。六ヶ所村の核燃施設はその後作られてしまったが、

いろいろな事故が起こり問題山積で本格稼働には至っ

ていない。今でも莫大な税金、公共料金を費やしてい

てとんでもないことだ。 

「能登の海 風だより」（石川テレビ） 

珠洲市に原発を作ることに反対する住民の声を取り

上げようとした。住民のインタビューをしようとすると、

電力会社の知らない人間が傍にいて、ものが言えない

ようにするという圧力をかけた。 

電力会社は、石川テレビからＣＭを止めてしまった。 

ドラマも利用 

「ドラマの中に自然な形で原発を入れろ」とも書いて

ある。これを実行したのかどうか、やろうとして失敗

したケースがある。東京１２チャンネルで、吉野せいさ

んという農民作家の「洟（はな）を垂らした神」を原作

にドラマにしようとした。この中に息子さんが年とった

せい
・ ・

さんをおぶって原発を見学に行くシーンがある。

遺族が「原作に無いシーンは放送しないでくれ」と要

求したら、スポンサーは科学技術庁だったので「原発

シーンの無い放送をしてもしようがない」と放送を止

めてしまった。こうした科学技術庁の姿勢は傲慢その

もので、許されることではない。 

③反原発番組への攻撃 

原発の危険や

事故を訴えた番

組関係者もいっぱ

いいる。 

まともな番組はいくつかあるが、何れも大変な圧

力がかかってひどい仕打ちを受けている。「核・まい

ね」と「プルトニウム元年」は 2 大反原発番組といわ

れている。それくらいインパクトがある番組だ。 

「プルトニウム元年」（広島テレビ）の場合 

1992～3年にかけて3本作られた。この番組はギャラ

クシー賞など様々な賞をもらっている。プルトニウム

は、人間が作ったもので一番毒性の強い「悪魔の番

人」と言われるもの。イギリスやフランスから日本に運

ばれ、広島から横須賀などへ夜中に車列をなして移動

することに対して、全国で反対運動が盛んに起こった。

取材中、中国電力が取材を妨害してきた。番組スタッフ

が、プルトニウムをトラックに乗せようとするところを

ヘリコプターで撮ろうとすると、ヘリコプターの会社が

チャーターを拒否してきた。この会社は電力会社の仕

事を沢山しているので、中国電力からの横ヤリを断る

ことができなかったのだ。この番組は、全国３０局くら

いで放送されたが、電力会社は全ネット局に「ああいう

ことはウソだ」と言いにいったという。３作放送が終わ

ると、報道局長、次長、プロデューサー、ディレクターの

４人が報道から追放され営業に回された。ディレクター

は大阪に８年くらい飛ばされた。見せしめ効果を狙った

不当人事であることは明らかだ。 

 

 
－５－ 

 

 

六ヶ所村、37 万筆の核燃サイクル施設反対署名 

 

核燃サイクル施設建設予定地 
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する。プルトニウムがいいのか、悪いのかについては

言及しない。処理について「安ければ・・・」云々という

話になる。番組に出てくるのは原子力委員会の委員

長とか、政府の役人とかえらいさんばかり。ストレート

ニュースにしてもＮＨＫは外国の反核デモは撮ってい

るが福島での６万人集会は、ちょっと流しただけ。その

時、延々と流したのはニューヨークの反格差デモだっ

た。ＮＨＫには良心的な人や優秀な人もいて、日夜苦

労している人もいるが、一般的にＮＨＫのニュースはひ

どい。 

④再び、原発神話を 

復活させないために 

巻き返しの動きも 

また、テレビで３．１１以前のような推進番組を流させて

はいけない。昨年１２月に放送されたＮＨＫの「低線量被

ばく ゆれる国際基準」という番組に対して推進派

の３団体がしつこく、クレームをつけ謝罪を要求して

きた。番組の中では「ＩＲＣＰの委員の１７人中１３人が業

者の代表であり、ＩＲＣＰは自分たちの都合のいいよう

に国際基準が緩められた」と暴露された。ＮＨＫは記者

会見で「謝罪しない」と言明。抗議文の賛同者１１２名は

原子力ムラの代表者ばかり。これが広がって現場を

委縮させることになってはいけない。３・１１の事故でな

くなるかと思ったが、依然としてそういうことがある

ことに気を付けなければならない。 

民放でも巻き返しが行われている。３．１１を前にし

て「福島事故の再現ドラマ」が作られる動きがあると

し、福島原発のかわりに、「刈羽原発を撮影用に使用

させる。施設の内部は同じだから」と言ってきている。

しかし、「使用に際しては台本を事前に見せろ、カット

を入れる」と要求するなど、アメとムチでメディアを

狙ってきている。 

放送局を監視し意見を 

放送番組は力関係によって左右されます。視聴者

の力が強くなれば局も無視できなくなります。 

皆さんも放送局を監視し、意見をどんどん寄せて下

さい。特にＢＰＯ(放送倫理・番組向上機構)という放送

の苦情処理機関への意見はかなり力になります。ＢＰ

Ｏに抗議の声を出して下さい。原発神話を復活させな

いために、お互いにがんばりましょう。 

民放への懐柔と報復 

反原発の番組が放送されることがキャッチされる

と、役所と原発側、とくに電力会社が来る。「意見を

聞いてください」というが、意見を聞くだけならいい

が、問題は何かというと、局の営業を呼ぶ。営業は、

電力会社の意にかなわなければＣＭを引き上げられ

てしまうという。これを脅しに使う。これがわかって

いるから営業は制作者に訴える目をする。広島テレ

ビでは、年収売上１００億くらいと言われているが６０

～７０％が東京の売り上げ、２０～３０％が大阪の売り

上げ、残りの１０％弱が現地広島の売り上げと言われ

ている。地方売りあげのかなりの部分を電力会社が

占めている。電力会社がＣＭを引き上げると、局はか

なりの損失になる。しかもライバルの局に持って行

く。局の営業としては耐えられないことだ。一説によ

ると、電力会社は広告代理店に地方局のニュース番

組を全部取ってこいと指示しているそうだ。地方の

ニュースにはほとんど電力会社が名を連ねている。

一つの番組のスポンサーになるだけで他の番組にも

にらみをきかせる訳だ。（中略）だから、民放の番組

はだんだんとひどくなってくるのだ。 

ＮＨＫのいやがらせ 

ＮＨＫも嫌がらせをしている。「プルトニウム元年」

は「１９９２年・地方の時代映像賞」のグランプリをとっ

た。ＮＨＫはその年の受賞番組は、恒例として、ＮＨＫ総

合で放送することになっているのに、広島テレビに

「放送できない」と言ってきた。理由は「プルトニウム

の考え方が変わった」「ＮＨＫでも過去２回プルトニウ

ム番組をやった」というもの。広島テレビは「放送さ

せろ」と抗議した。ＮＨＫは仕方なく教育テレビで放送

したが、視聴率はガックリと落ちる。ＮＨＫはこういう

嫌がらせをした。 

ＮＨＫの番組の特徴 

ＮＨＫ番組の問題点は、構えは大きいし時間は長いが

すぐ外国の話しになること。日本人の苦しんでいる

ことには目を向けない。上から目線で専門家や反対

する市民が出てこないことだ。いかにも中立・公正

という顔をして出てくる。 

 「ＮＨＫスペシャル プルトニウム大国日本」を例に

とると、はじめに、「高レベル廃棄物をどうするのか」

と提起する。それから外国のケースをたくさん紹介 

－６－ 
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原発推進派の巻き返し 

 

１月１２日、「エネルギー戦略研究会」金子熊夫会長、「日本原子力学会シニア・ネット

ワーク連絡会（ＳＮＷ）」宅間正夫会長、「エネルギー問題に発言する会」林勉代表幹事

ほか１１２名の連名による「低線量被ばく 揺らぐ国際基準」への抗議と要望、という

文書がＮＨＫ会長あてに出されました。日本を震撼させた反省もなく、原子力ムラの人

たちの「巻き返しは許さない」とＳＮＷへ抗議文、ＮＨＫへ激励文を送りました。 

   ＮＨＫへ激励文    

昨年１２月２８日に放送された番組『低線量被

ばくー揺らぐ国際基準』は、素晴らしい番組でし

た。多くの住民が放射能汚染の危険性を感じてい

る中、独自の取材で低線量被ばくの実態と国際基

準の根拠に迫る番組でした。母親目線の視点もよ

かったし、視聴者に大事な情報を提供していただ

き、感謝しています。報道されたところによると、

この番組に対して、原発を推進してきたいわゆる

“原子力ムラ”と言われている１１２人がＮＨＫ

に抗議文を出しています。 

 この人たちは、国民の反原発の声に押されて、

このような真面目な番組を視聴者の目から遠ざ 

けよう、制作者の制作意欲を削ぎ、自粛させよう

と、原発再稼働のためのねらいと焦りの行動と考

えられます。ＮＨＫは事故後、「ネットワークでつ

くる放射能汚染地図」、「海のホットスポット」な

どをはじめ、民放ではできない原発に関する素晴

らしいドキュメンタリーを次々放送され、視聴者

の期待を集めています。 

原発推進者たちの無責任な攻撃にひるまず、今後、

さらに精力的に視聴者の期待に応える報道をして

くださるよう、激励とお願いをするものです。 

以上 

日本原子力学会シニアネットワーク連絡会(SNW)代表幹事 金氏 顯 殿 

「『低線量被ばく揺らぐ国際基準』への抗議と要望」への抗議と要望 

NHK 問題を考える会（兵庫） 

 

原発推進派に抗議文 

2012 年 1 月 12 日、日本放送協会会長宛に、＜NHK

総合テレビ追跡!真相ファイル番組(2011年 12月 28日

放映)「低線量被ばく揺らぐ国際基準」への抗議と要

望について＞なる文書が、代表３名―金子熊夫 エ

ネルギー戦略研究会(EEE 会議)会長、宅間正夫 日

本原子力学会シニア・ネットワーク連絡会会長、林勉 

エネルギー問題に発言する会代表幹事―と 112 人の

賛同者名で発表されました。これについては、すでに

「低線量被曝のリスクを訴えた NHK番組に原子力村の

面々が集団恫喝」などと多くの人びとから批判の声

が上がっています。私たち「NHK 問題を考える会（兵

庫）」も、「科学的」装いをとりながら、ただ番組製作者

たちの萎縮効果を狙った政治的文書として強く抗議

します。 

 

「NHK問題を考える会（兵庫）」は、ＮＨＫをあらゆる権

力から独立した、国民の知る権利に応える真の公共放

送にしていくために活動している団体です。したがっ

て、一般的には NHK に対し批判的です。しかし、今回は

NHK を擁護したいと思います。今回のあなたがたの

「抗議と要望」は原子力文化振興財団による「原子力

PA 方策の考え方」（1991 年）の忠実な実行だと考える

からです。さまざまな「方策」が列挙されていますが、

放送番組、新聞記事などで、批判的なものに気が付い

たらこまめに抗議することが効果的としています。原

発問題は、エネルギーや経済問題というよりも、人間

の倫理の問題として考えなければなりません。あなた

がたに倫理を失った「科学者」の恐ろしさを感じます。

人間の心を取り戻すことを要望します。 

 

－９－ 

 

福島第一原発 

ＮＨＫ番組制作部 御中                2012 年 2 月 28 日 

                  ＮＨＫ問題を考える会(兵庫)代表 貫名初子 
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