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会場からの応援メッセージ(要約) 

白石 理(おさむ)さん（一般財団法人 アジア・太平

洋人権情報センター（ヒューライツ大阪）所長） 

人権は法で守られるもの 

私が国連におりましたのは、も

う 10年も前になります。国連の人

権高等弁務官事務所です。 

人権というのは、法で守られる

のが人権であります。この点を見

逃してはいけないと思います。 

「司法の力でこういうことを止

める」ということが大切です。挑

発に乗って、感情的にこれに反応

していたら、もう半分負けたようなものです。冷静に

対応するのが非常に大切だと思います。こういうこと

は、日本ばかりじゃないですね。最近、ロシアで野党

の活動家が、政権・大統領を批判したということで、

殺されました。ジャーナリストとしての役割を果たす

人もいる。その人達がどれだけ大切な仕事をしている

かということを、我々は知る必要があると思うのです。

植村さん１人じゃありません。世界にこういう人がた

くさんいます。それを我々は忘れないようにしたいと

思います。（会場拍手） 

西村秀樹さん 

（植村応援隊・近畿大学人権問題研究所客員教授） 

植村さんは朝日。私は毎日。植

村さんは新聞。私はテレビ。植村

さんは 1991年８月。僕は９月に、

金学順さんのインタビューをし

ました。毎日放送で深夜、あまり

視聴率の取れない番組・時間帯で

すけれど『映像'90～軛(くびき)

の女 朝鮮人従軍慰安婦～』とい

う１時間のドキュメンタリーを

作りました。 

植村さんと私は戦友です。気分としては他人事以前

です。彼と私は同じ時代を知っていました。「神戸松

蔭問題」の時に応援隊を、「負けるな」の会を作って、

なぜ神戸へ行かなかったかと思うと、本当に悔しい。

言ってくれたら、やったと思う。私達は１人では闘え

ない。今度もし、あんなひどいことがあったら、皆で

闘って、１人で弁護士だけと和解しないでね。神戸松

蔭女子学院大学は最初は被害者だったかもしれない。

でも、雇用を打ち切ろうとした段階で加害者になった。

ぜひこの資料を読んで、カンパを、支援を「植村応援

隊」にください。（会場拍手） 

石塚 聡さん 

（マスコミ市民編集長） 

この１年間、私どもの雑誌では、

NHK の「籾井会長問題」、もう一つは

朝日新聞の一連の問題、そして３つ

目には安倍政権の暴走の問題、この

３つに関する特集を組んできました。

これはそれぞれが独立してある個々

の問題ではなく、「この３つの問題が

絡み合わさって、今みたいな世の中になっている」という

問題意識で取り組んできました。「日本にメディアはあるけ

れど、ジャーナリズムがない」と言われますが、真のジャー

ナリズムを取り戻していくために、今後とも一生懸命頑張

っていきたいと思います。私自身も、これから先どんなに

攻撃の矢が向けられようとも、最後の１人になっても全力

で頑張っていく決意です。連帯して一緒にがんばりましょ

う。 

立垣満里さん（ＮＨＫ問題・兵庫の会世話人） 

朝日新聞襲撃事件を忘れないために 

西宮市にある「平和と民主主義を進める西宮・芦屋

の会」が毎年５月３日に集会を持ちます。28 年前、

1987 年、朝日新聞の阪神支局が襲撃された、大きな

事件がありました。この事件は、憲法で保障された「言

論の自由と知る権利、表現の自由」を奪うものとして、

私達は、非常に強い憤りを感じまして、憲法記念日に

この事件を記憶する集会を持っております。右翼の銃

弾で亡くなられた小尻（知博）記者は、若く、ジャー

ナリスト精神に燃えていらっしゃったのだと思いま

すが、その方に献花をして「あらためて憲法の大事さ

を再認識しよう」という集会です。「不当な攻撃」が

非常に強くなっていると感じるのです。私は、不当な

弾圧に負けないジャーナリズム精神にあふれたジャ

ーナリストを守っていきたいと思

います。植村さんのお話を聞き、

あらためて、「言論・出版の自由、

表現の自由」を守って行くために、

力を合わせていきたい。植村さん

に心からエールを込めて応援した

いと思っています。（会場拍手） 

 

白石 理さん 

 

西村秀樹さん 

 

石塚 聡さん 

 

立垣満里さん 
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アピールを提案  

小川 桂子さん 

 朝日新聞バッシングを契機として、「慰安婦」問題を

消し去り、歴史を変えようとする動きが急速に浮上して

います。この動きは安倍政権がめざした「戦後レジーム

からの脱却」と「戦争ができる国づくり」につながるもの

です。この路線は、超右翼的思想をよみがえらせ、数

多くのいやしむべき民族蔑視の風潮を呼び起こしてい

ます。この風潮がネット社会に横行し、今、特定人物の

人権を蹂躙し、その家族までも巻き込む被害を与えて

います。私たちは、きょう、元朝日新聞記者・植村 隆さ

んを迎えて、常軌を逸した超右翼勢力の攻撃が、植村

さん一家にかけられている事実の詳細を知りました。 

インターネット、電話やファックスに

よる「北星学園大学を辞めさせ

ろ」、「学生に危害を加える」「自殺

に追い込む」などの、正体を隠した

卑劣な脅迫が行なわれています。 

 

 

カメさんのひなたぼっこ 

みんなで繋がればうれしいね！ 

（4/19 近所のマンションで） 

 

(4/19) 山吹・短い春を満喫 

おすすめの
おすすめのおすすめの
おすすめの本

本本
本 
  
 

植村隆さんを迎えて「言論・報道の自由、大学の自治への攻撃 許さない」 

３．２８神戸集会アピール 

ネット右翼などによる人物攻撃は、基本的人権を謳う憲

法の秩序を破壊する犯罪行為です。また、日本社会が

誰でも、うそと中傷で陥れられる危険な状況になってい

るということではないでしょうか。植村さんを守るたたか

いは民主主義を守るたたかいです。私達は自分たちの

問題として、何としてもこの卑劣な攻撃をここで食い止

めなければなりません。今、植村さんの地元の北海道

をはじめ、多くの市民が「植村さんを守れ」と立ち上が

っています。支援集会は次々と広がっています。植村

さんは「私は闘います」と固く決心されています。私たち

は、植村さんへの、人権侵害の実態を広く知らせること

が大切だと考えます。ネット右翼などの言論・表現・大

学の自治への攻撃を許さない世論を大きくしましょう。

その重要性を広く社会に訴えるものです。 

２０１５年３月２８日 

植村隆さんを迎えて「言論・報道の自由、 

大学の自治への攻撃を許さない」 

３．２８神戸集会 

 

 

戦争のために二度とペンを、カメラを取らない。 

戦争のために二度と輪転機を回さない。 

戦争は秘密から始まる 

秘密保護法でこんな記事は読めなくなる 

執筆者： 

高田昌幸、斉藤光政、阿部岳、日野行介、 

磯野直、佐藤大介、坂本信博、宇佐美昭彦、 

日下部聡、青木理、日比野敏陽 

編者 新聞労連 

（日本新聞労働組合連合） 

2015 年 2 月 25 日発行 

定価 700 円＋税 
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来てよかった。まだまだ本当のことを知らない人は多いと思

う。正義が通る世であってほしい。植村さんガンバレ、北星学

園頑張れ、私も激励メールを送りたいと思う。 

「言論・報道の自由、大学の自治への攻撃許さない！」感想文（2015.3.28） 

日本の民主主義が危うくなっていることを痛感しました。

我々一人一人がしっかりしなくてはなりません。平和憲法を絶

対守りましょう。 

大体この事件について知っていたが、

日比野さんのメディア内部のことが参

考になりました。怖い時代となった危機

感がこの集いにこれだけ集まったこと、

植村さんから直接体験を聴いたのは良

かった。応援メッセージもよかった。 

 

日比野さん…メディアの腰抜け状態を悲しく思っていたの

ですが、やはり頑張っておられる方がいることが実感できるお

話をしていただきよかったです。 

阪口さん…ネトウヨとも正々堂々と戦えるということがよ

くわかりました。しかし甘く見てはいけないということもわか

りました。 

植村さん…いわれなきバッシングに勇気を持って戦ってお

られる姿勢が丁寧なご説明でよくわかりました。微力ながら応

援していきたいと思いました。いつもほんとうに良い企画をあ

りがとうございます。 

植村さんが多少の報道手違いがあっ

たのだろうと思っていたが…全然違っ

た。不当な攻撃には２００％以上の反撃

を。ネットで応援メールを始めます。 

卑劣なネット右翼や産経、読売、週刊

文春、週刊新潮などに屈することなく植

村さんに頑張ってほしい。我々も応援し

ていきたい。 

感激しました。とても良い内容でし

た。（講演すべて）安倍首相のもと、ネ

ット右翼が活気づいていると感じてい

ました。植村さんの力強い意思表示に心

から賛同します。このような攻撃に決し

て負けてはいけないと強く思いました。 

 

時代が逆行というか悪い方（民主主義を弾圧し自由を狭める

方向）へ進んでいる。赤旗でもよく報道されているが、ずっと

広がっている。全国がこの色に染まり右向け右一色になる恐れ

がある。いつか来た道、人権蹂躪、名誉毀損すべて闘う姿勢が

必要で具体的に行動すること。宝塚でも頑張りたい。 

日比野さんの話は面白か

った。今の新聞、テレビ、ラ

ジオ、雑誌、教科書などは大

体働くものの考え、気持ちは

視野から排除されている。け

れどいくら立派なことを言

ってもそれを実際にやる労

働者の労働実態に触れない

ものは説得力がない。 

現在従軍慰安婦のことをなかったことにしたいという勢力が

強くなってきていると思います。日本の侵略戦争を正当化しよ

うとしている。本日のテレビでも従軍慰安婦問題について「ど

この国でもあった」と放言している。大変危険な方向に向かっ

ている。従軍慰安婦の勇気ある闘いや過去においての河野談話、

村山談話まで流されようとしている。本日のお話はその内容は

良く理解できました。私たちも正しく歴史を見てゆるぎない姿

勢を持っていきたい。 

「朝日」や植村氏に対する攻撃は政治

的、思想的な背景を持ったものである。

それは平和と民主主義を毛嫌いし、フ

ァシズムへとつながるものであり相手

は純粋なファシストである。対話は通

用しない。闘い以外に道はない。 

 

植村さんのお話は大変わかりやすく良かったです。今回の事情

がよくわかりバッシングする側の問題、危険性を改めて考えさ

せられました。その前のお二方の話も（今のメディアの問題、

ネット上の問題）現状理解と今後の活動を考えるうえで参考に

なりました。「資料集」とてもわかりやすくできていて感謝です。 

 

植村さんの話を伺い植村氏個人を攻

撃するような内容ではないということ

がよくわかりました。朝日新聞を攻撃

する材料がほしかったのだということ

が理解できました。植村さんには攻撃

に屈せず頑張ってください。植村さん、

朝日が屈することは民主主義の崩壊で

す。 

神戸の地で植村さんへの攻撃を止められなかったのが残念です。これから

もっと人権感覚を鋭くしないといけないと思いました。“闘います”というこ

とで力づけられました。安倍の安保法制へも元気に闘いたいと思います。 

 

恥ずかしいことにこの問題ははじめあまり詳しくは知りませんでした。慰

安婦問題については２５年くらいずっと頭の隅にありました。最近週刊文

春、週刊新潮の口汚い、下品な記事に驚きました。よく読みませんでしたが、

植村さんがそんな記者でなく、慰安婦問題も強制連行も事実だと思っていま

すので憤慨しておりました。 
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2014年 10月 11日 

北星学園大学学長 田村信一 様 

NHK問題を考える会（兵庫） 

代表 貫名 初子 

658―0015 

神戸市中央区元町通 6-7-6 

電話・FAX(078)351-0194  

  

北星学園大学への卑劣な暴力を許さない！ 

みんなで守ります！北星学園大学がんばれ！ 

 

私たちは、NHK やマスコミに真実・公平・公正な

報道を求めて活動している市民団体です。1４年前、

NHK が放送した「慰安婦問題」を取り上げた番組、

「ETV2001―問われる戦時性暴力」を安倍晋三氏ら

が圧力をかけて改変させた事件から、NHK を監視・

激励する活動を目的として 10年前に発足しました。 

現在、ネット右翼や右派的な週刊誌によって行わ

れている講師・植村隆さんや、家族、学園への卑劣

な攻撃を断じて許すことはできません。貴学園が 10

月 1 日に出された「自治と学園の自由を守る」という

声明を敬意をもって支持します。戦争前夜とも思え

るこのような暴力に屈せず、植村隆さんと学園を守る

ためともにたたかいましょう。私たちも自分たちの問

題として支援の輪を拡げます。自由はたたかってこ

そ守られるもの。今こそ、言論・表現の自由（21 条）、

学問の自由（23 条）を保障している憲法の力が試さ

れている時です。二度と戦前の同じ過ちを国民が繰

り返さないために、北星学園がんばれ！ 

 

 

2015 年 1 月 15 日 

全国放送受信料労働組合 

兵庫県労働組合協議会御中          

NHK問題を考える会（兵庫） 

共同代表  貫名 初子 

 浪本 勝年 

 

全日本放送受信料労働組合兵庫県労働組合協議会の解雇闘争支援表明 

  

「NHK 問題を考える会（兵庫）」は NHK が行

った全受労神戸支部の福島勉司委員長解雇は不

法・不当であると考え、NHK当局に強く抗議す

ると同時に福島委員長のたたかいを支持し、連帯

のメッセージを送るものです。 

 神戸地裁は、福島委員長を労基法上の労働者で

あると認定し、成績不良名目の解雇は不当だとす

る判決を言い渡しました。この解雇名目は、過去

数多くの解雇事件で使われてきた狙い撃ち解雇

の常套手段でもあります。委員長解雇によって組

合自体の弱体化を図るのが目的です。 

 福島委員長が最後まで果敢にたたかわれるこ

とは、組合員を励まし、また、同じ条件で働く労

働者への大きな励ましとなります。完全勝利まで

たたかいを広げ、多くの労働者の支援を得るよう

頑張ってください。 

 私たち視聴者団体もできる限り支援したいと

考えています。          

以上 
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2015年 3月 23日 

放送倫理・番組向上機構（BPO）御中  

本年 2月の会長定例会見等における籾井NHK会長の発言を自局のニュース番組で一切伝え

なかった NHKの報道のあり方について審議を求める要望書 

NHK会長の籾井勝人氏は 2015年 2月 5日に開催さ

れた会長定例会見で、戦後 70年の節目にあたり、「従

軍慰安婦」問題の報道の見通しを聞かれたのに対して、

「政府のスタンスがよくまだ見えない」、「夏にかけて

政府のきちんとした方針が分かるのか、この辺がポイ

ントだ」と発言した。また、同月 18日に籾井氏が出席

して開かれた民主党の部門会議では、籾井氏のこれま

での一連の発言が取り上げられ、同党国会議員との間

で激しい議論が交わされた。さらに、同月 20日の衆議

院予算委員会でも、参考人として招致された籾井氏と

委員の間で籾井氏の過去の発言や資質をめぐって質疑

が交わされた。 

 「政府のスタンスがよく見えない・・・」という籾

井氏の発言は、会長就任会見の場で「政府が右という

ものを左とは言えない」と語った同氏の見識と軌を一

にするものであり、「放送番組は、法律に定める権限に

基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されるこ

とがない」と定めた「放送法」第 3条に明確に反してい

る。 

 それだけに、民放各局や全国紙などは籾井会長の上

記の言動を大きく報道し、「NHK会長 向き合う先は視

聴者だ」（2月 7日、「朝日新聞」社説）、「籾井 NHK会

長 国の広報機関ではない」（2 月 23 日、「毎日新聞」

社説）などと警鐘を鳴らした。 

 ところが、おひざ元の NHKは 2月 5日、18日、20

日の籾井会長の発言のうち、2月 20日の衆院予算委員

会での後藤民主党議員と籾井会長の質疑の模様を、2

月 23日の総合「ゆうどき」と BS1（BSニュース）で

簡略に伝えたにとどまり、総合の主要な定時ニュース

では問題の発端になった 5 日の会長会見の場での籾井

会長の発言も 18 日の民主党の会合での質疑も一切伝

えなかった。 

 さらにさかのぼると、NHKは昨年 1月 25日に開催

された籾井氏の会長就任会見の場での一連の問題発言

（「政府が右という時・・・・」など）を今日まで一切、

伝えていない（当日のニュース 7 で会見の模様を伝え

たが、問題発言の部分はすべてカットした）。 

 ここで私たちが思い起こすのは、貴機構の「放送と

人権等権利に関する委員会」決定第 36 号（2008 年 6

月 10日）である。そこでは、NHKが一方の当事者と

なった民事訴訟に関する東京高裁の判決をニュースウ

オッチ 9 が報道するにあたって、「当事者としての

NHK」の言い分と政治介入が疑われた政治家のコメン

トだけを伝え、他方の当事者の言い分を紹介しなかっ

たことが問題にされ、同委員会はこれを、公正・公平

な取り扱いに欠け、放送倫理に反すると判断した。 

 本件要望書は民事上の係争事件ではなく、NHKの視

聴者という立場からの審議の要望であるが、「当事者と

しての NHK」と「報道機関としての NHK」が峻別さ

れず、後者が前者の意向に事実上、従属した結果、報

道の公正が侵害され、放送倫理に反する報道の不作為が生じた点で

は委員会決定第 36号の判断が当てはまる事例といえる。 

しかも、NHKは運営財源のほぼすべてを視聴者が負

担する受信料で賄っている法人である。この点からす

ると、NHKの最上位のステークホールダーというべき

視聴者に、組織のトップに立つ人物が会長としての資

質、適格性を備えているかどうかを判断する上で重要

な情報を提供しなかった NHK の報道のあり方は、視

聴者の知る権利を侵害し、NHKのガバナンスを有効に

機能させるのを妨げる行為と言わなければならない。 

よって、私たちは貴機構が以上の意見を受けて、「報

道機関としての NHK」が「当事者としての NHK」か

ら自律した公正な報道に徹するよう促す意見、さらに

は勧告を発出すべく審議下さるよう要望する。 以上 

意見提出者（18 団体・29 名） 

足立恭子（NHKを憂える運動センター・京都 共同代表） 

今井 潤（放送を語る会・代表） 

岩佐英夫（籾井さん！ NHK会長やめはったら受信料払います京都の会・

共同代表） 

大江真道（籾井さん！ NHK会長やめはったら受信料払います京都の会・

共同代表） 

神谷扶左子（NHK問題を考える会・かながわ 世話人） 

河野安士（NHK問題大阪連絡会・代表） 

倉本頼一（NHK問題京都連絡会・代表） 

佐藤真理（NHK問題を考える奈良の会・代表） 

篠原一郎（NHKを考える広島の会・世話人代表） 

島田 耕（NHK問題考える滋賀連絡会・代表世話人） 

志水紀代子（追手門学院大学名誉教授） 

須田 稔（籾井さん！ NHK会長やめはったら受信料払います京都の会・

共同代表） 

隅井孝雄（NHKを憂える運動センター・京都 共同代表） 

醍醐聰（NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ・共同代表） 

田中重博（NHK問題とメディアを考える茨城の会・代表世話人） 

田場祥子（「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクションセンター(VAWW 

RAC)・運営委員） 

丹原美穂（市民のメディアをつくる会・ぎふ・代表） 

中島 晃（NHKを憂える運動センター・京都 共同代表） 

中西綾子（時を見つめる会） 

浪本勝年（NHK問題を考える会（兵庫）・共同代表） 

西野瑠美子（「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクションセンター(VAWW 

RAC)・共同代表） 

貫名初子（NHK問題を考える会（兵庫）・共同代表） 

畠山与一（マスコミ問題を考える秋田の会・代表） 

山口英昌（NHK問題を考える会（屋久島）・事務局担当） 

山中静夫（NHK問題を考える会・さいたま・事務局長） 

湯山哲守（NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ・共同代表） 

山田恵子（「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクションセンター(VAWW 

RAC)・事務局長） 

山中章（NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ・運営委員） 

渡辺力（NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ・運営委員） 
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2015年 3 月 23日 

NHK経営委員会 委員長 浜田健一郎 様 

経営委員 各位 

NHK 会長 籾井勝人 様 

私用ゴルフの交通費決済にあたって公私を混同させた籾井会長の背任は
私用ゴルフの交通費決済にあたって公私を混同させた籾井会長の背任は私用ゴルフの交通費決済にあたって公私を混同させた籾井会長の背任は
私用ゴルフの交通費決済にあたって公私を混同させた籾井会長の背任は 

  
 

重大であり、改めて経営委員会による罷免を要求する
重大であり、改めて経営委員会による罷免を要求する重大であり、改めて経営委員会による罷免を要求する
重大であり、改めて経営委員会による罷免を要求する 

  
 

 

（要求団体） NHKをただす所沢市民の会、ＮＨＫ問題を考える会・さいたま、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問題を考える会（兵庫）、マスコミ

問題を考える秋田の会、市民のメディアをつくる会・ぎふ、「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクションセンター（VAWW 

RAC）、ＮＨＫ問題考える滋賀連絡会、時を見つめる会、ＮＨＫ問題を考える会・かながわ、放送を語る会、ＮＨＫを考える 

広島の会、ＮＨＫとメディアを考える茨城の会、ＮＨＫ問題を考える会（屋久島）、ＮＨＫ問題大阪連絡会、NHKを監視・激

励する視聴者コミュニティ 

 

  このたびの私用ゴルフのためのハイヤー料金の支払

いについて、見苦しい言い訳に汲々とする籾井会長の姿

を私たちは見るに堪えません。当初から自己負担をする

意思があったにせよ、NHK の業務用伝票として処理され、

監査委員会から指摘を受けて支払いをしたという事実は

公私の混同以外の何物でもなく、公共放送のトップに立

つ人物がわきまえるべき節度、見識、備えるべき人格のい

ずれにおいても NHK 会長としては失格と断じるほかありま

せん。私たちは、同氏の就任以来、これまで幾度か、同会

長に「辞任要求」を行うとともに、経営委員会に対しては、

同会長の罷免を要求してきましたが、今回の罷免要求は

「最後の要求」としたいものです。 

 NHK の予算のほとんどは受信料でまかなわれています。

いわば「公金」です。こともあろうに会長自らが、この公金と

私的な遊興費を混同したのではという疑いを持たれるよう

な行為をした道義的倫理的責任は極めて重く、指摘を受

けて「支払った」で済まされるものではありません。NHK 経

理部が行った「外部対応業務」名目での伝票処理は、内

部告発がなければ、是正措置がなされなかった可能性が

大きく、同会長の行為は未必の故意か、それに極めて近

いものです。 

 同会長は昨年１月２５日の就任記者会見において、

数々の「偏向」した思想・見解を吐露しましたが、「確認」を

求められると、個人的見解と言い逃れ会長職を続けること

を公言しました。その後も幾度か、視聴者や国会を欺く言

動を行い、指弾され、辞任要求を突きつけられながら、そ

のたびに自らの見解は取り消すことなく、同様の釈明を繰

り返して「延命」を続けてきました。これらの「失言」はどれ

をとっても「不偏不党、真実・自律、政治的に公平」を貫く

べき NHK の会長にそもそも相応しくなかったというべきで

す。 

 ２０１３年１１月の経営委員会・指名部会が次期会長の資

格要件として定めた６項目のうちの初めの 3 項目は「１、Ｎ

ＨＫの公共放送としての使命を十分に理解している。２、

人格高潔であり、広く国民から信頼を得られる。３、政治的

に中立である。」となっていました。籾井勝人氏が会長就

任後に公言した数々の問題発言は、会長選考時に経営

委員会がそのような考え方の持ち主であることを把握して

いれば、決して「会長」に選出されることはあり得なかった

ものばかりです。 

 この 1年間、浜田経営委員長は国会の委員会審議で委

員から、経営委員会の会長任命責任と監督責任を質され

る都度、「籾井会長は放送法を遵守して業務の執行に当

たると明言しているので、それを見守りたい」、「経営委員

会としては、執行機関の今後の動きを監督し、助言し、必

要に応じて苦言も呈して、委員会の職務を一層果たして

まいりたい」という答弁を繰り返してきました。（私たちが衆

参委員会会議録で調べたところ、本年 1 月末までに浜田

委員長は前者の発言を延べ 18 回、後者の発言を延べ 27

回繰り返しています。）  

 また、他の経営委員も各地の「視聴者の皆様と語る会

～NHK経営委員とともに」において、籾井会長の言

動に対して参加者から出た厳しい意見に対して、籾井

会長への「監視と監督」を約束されて来ました。たと

えば、石原進委員は、2014年 4 月 19日、佐賀県での語

る会において、「籾井会長は、放送法を守って公共のため

の放送をこれからやっていきますということを再三明言して

いますので、籾井会長に私どもは頑張っていただきたいと。

経営委員会はしっかりと監視とか監督をやっていくというこ

とでご理解をいただきたいと思います。」と決意を表明され

ました。 

 委員長および各経営委員は今こそこれらの約束を果た

すべきではないでしょうか。 

 同会長の「非行」に対する「監査委員会活動結果報告

書」が、３月１９日臨時経営委員会に提出され、２４日の定

例経営委員会でその処理がなされると報じられています。 

 私たちはこれ以上の同氏の醜い会長職への執着を許す

わけにはいきません。経営委員会は断固罷免の決定をす

るよう重ねて要求します。 

以上 
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2015年 4月 20日 

放送倫理・番組向上機構（BPO）御中 

辺野古の米軍基地建設に関する NHKの報道の不公平と不作為を 

正すための審議を求める要望書 

《提出者 醍醐 聰（NHK を監視・激励する視聴者コミュニティ・共同代表）他９６名》 

 

政府・沖縄防衛局は昨年 9月以降中断していた沖縄

県名護市辺野古での米軍基地建設に向けた海底ボー

リング調査に関わる作業を本年 1 月中旬から再開し

ました。 

こうした政府・沖縄防衛局の行動とこれに抗議する

地元首長・議会・市民の抗議行動について、地元メデ

ィアだけでなく、全国紙や在京テレビキー局（TBS

「報道特集」、テレビ朝日「報道ステーション」、同「そ

もそも総研たまペディア」など）も繰り返し、相当の

紙面・時間を割いて報道してきました。 

これとの対比で米軍辺野古基地建設に関するNHK

の報道を検討した結果、私たちは以下のような黙過で

きない重大な瑕疵、放送倫理からの逸脱、報道番組と

しての質の劣化があると判断し、その是正のための審

議を貴機構に要望することとしました。 

 

（
（（
（1）基地建設に反対する沖縄の民意を伝えな
）基地建設に反対する沖縄の民意を伝えな）基地建設に反対する沖縄の民意を伝えな
）基地建設に反対する沖縄の民意を伝えな

い瑕疵
い瑕疵い瑕疵
い瑕疵   

本年 1 月以降再開された辺野古沖基地建設の準

備作業に対して、翁長沖縄県知事だけでなく、沖縄県

選出の超党派の国会議員、沖縄県議会、名護市議会、

那覇市議会等が工事の中断・中止を求める決議を採択

した事実（詳細は添付する年表をご覧下さい）をNHK

はまったく伝えなかった。 

 また、3月 21日、名護市瀬嵩の浜で開かれた辺

野古新基地建設に反対する集会には県内外から3,900

人が参加（主催者発表）、あいさつした安慶田県副知

事は「知事が近いうちに最大の決断をする時期が来る

と思う」と発言した。全国紙とともに、「テレビ朝日」、

「日本テレビ」はその日のニュースで集会の模様を単

独項目で伝えた。しかし NHK は沖縄放送局が当日、

「移設計画反対の大規模集会」という見出しで伝える

にとどまり、全国ニュースでは、4 日後の 3 月 25 日

のニュースウオッチ 9で、多くの話題の一コマとして

約 30秒、集会の模様を紹介するにとどまった。 

 

（
（（
（2）海上保安庁、沖縄防衛局の「過剰警備」
）海上保安庁、沖縄防衛局の「過剰警備」）海上保安庁、沖縄防衛局の「過剰警備」
）海上保安庁、沖縄防衛局の「過剰警備」

の実態を伝えない不作為
の実態を伝えない不作為の実態を伝えない不作為
の実態を伝えない不作為 

海上保安庁、沖縄防衛局は基地建設に抗議行動

を続ける地元市民やそれを取材した報道関係者に対

し、「警備」に名を借りた暴力・威嚇行為を繰り返し

てきた（添付の年表を参照下さい）。その実態はメデ

ィアの映像に収められており

（注

1

）

、全国紙も大きな紙

面を割いて過剰「警備」の実態を報道した

（注

2

）

。 

しかし、NHKは、2月 22日に 2人の市民が米

軍に拘束され、沖縄県警に逮捕される事件を伝えたの

みで、過剰「警備」の実態も、市民、地元首長・議会、

沖縄県選出国会議員がこれに厳重に抗議した事実も

まったく伝えなかった。 

 

（
（（
（3）翁長知事
）翁長知事）翁長知事
）翁長知事と政府との対話をめぐる事実経

と政府との対話をめぐる事実経と政府との対話をめぐる事実経
と政府との対話をめぐる事実経

過をゆがめた不公平な報道
過をゆがめた不公平な報道過をゆがめた不公平な報道
過をゆがめた不公平な報道 

 翁長知事は昨年末以降、知事就任のあいさつ、

新年度沖縄振興予算ならびに辺野古基地建設反対の

要望を政府に伝えるためたびたび上京し、安倍首相、

菅官房長官、中谷防衛相らとの面会を要請した。しか

し政府関係者はその都度、「知事の上京を知らなかっ

た」、「面会の申し入れはなかった」などとかわし、面

会は 4月 5日まで実現しなかった。 

 こうした政府の対応に関しては、厳しい批判の

声が新聞の投書に相次ぎ、全国紙も記事や社説で政府

の理不尽な対応を批判し、対話を促した

（注

3

）

。 

 ところが NHK は翁長知事に対する政府の冷遇

ぶりは一切伝えない一方、3 月 24 日になって、中谷

防衛相が閣議後の記者会見で沖縄県側との対話の姿

勢を打ち出すと、一転、これをその日の定時の全国ニ

ュース（3 月 24 日、正午のニュース、23 時 30 分か

らの NEWS WEB）で伝えた。同じく中谷防衛相が 3

月 27日の閣議後の記者会見で翁長知事と面会し理解

を求めていきたいと発言したことも、その日の定時の

全国ニュース（NHK NEWS WEB投稿時刻、10時

23分）で伝えた。 

さらに、NHKは 3月 26日、菅官房長官が「そ

んなに遠くないうちに機会があったら 

〔翁長知事と〕お会いしたい」と語ったことも、

その日の定時の全国ニュース（NEWS WEB,23時 30

分～）で伝えた。 

   しかし、中谷防衛相は上記の発言に先立つ 3 月

13日の記者会見で「〔翁長知事に〕こちらから会う考

えはない。より対立を深めるなら会っても意味がな

い」（「時事通信」3/13 12:16）と発言した。この防衛

相発言は地元紙から厳しい批判・ひんしゅくを浴びた

ほか、全国紙や在京テレビキー局もその日のニュース

で大きく伝えたが

（注

4

）

、NHKは一切、報道しなかっ

た。 

 つまり、NHK の報道は、昨年の各種選挙で示

された沖縄県民の基地建設反対の民意を政府に伝え

ようとする翁長知事の面会要請に背を向けた政府の

（1/2） 
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対応は伝えず、「いずれ機会があれば」という政府の

断り付きの発言であってもそれを大きく伝えた。 

また、3月 25日のニュースウオッチ 9では、翁

長知事、菅官房長官との単独インタビューを終えた大

越キャスターの感想という形で、「接点がなかなか見

えない中、対話の必要性では政治家どうしの意見は重

なるところがありました」という発言を放送した。 

 しかし、中立、等距離をよそおった、このよう

な伝え方は対話を要請し続けたのは誰で、それを拒み

続けたのは誰かをあいまいにし、政府も対話に前向き

の姿勢であったかのような印象を視聴者に与えるゆ

がんだ放送と言って過言でない。 

こうした報道のあり方は、「ニュースは、事実を

客観的に取り扱い、ゆがめたり、隠したり・・・・し

ない」という「NHK国内番組基準」第 2章第 5項 2

の定めに反している。 

 

（
（（
（4）
））
） 「発表報道」への偏向、その裏返しとし
「発表報道」への偏向、その裏返しとし「発表報道」への偏向、その裏返しとし
「発表報道」への偏向、その裏返しとし

ての課題設定の
ての課題設定のての課題設定の
ての課題設定の役割の放棄

役割の放棄役割の放棄
役割の放棄 

近年、報道の重要な使命の 1つとして「課題設定

機能」（日々の報道におけるニュースの選択・提示行

為を通じて、いま何が重要な課題であるかを報道の受

け手の知覚に働きかける機能）が重視されている。こ

の点から NHK の辺野古基地建設に関する報道番組

を検討すると、政府首脳の記者会見での定番の発言

（「粛々と工事を進める」など）を論評抜きで伝える

「発表報道」が大半である

（注

5

）

。 

その結果、辺野古での基地建設をめぐって焦点と

なっている次のような論点がまったくといってよい

ほど俎上に乗せられず、視聴者が必要とする判断材料

が提供されないばかりか、政府が意識的に喧伝するゆ

がんだ争点が咀嚼されないまま視聴者に伝えられる

という「国策」報道に変質してしまっている。 

  具体的に言うと、政府は普天間基地の危険性を一

刻も早く解消し、沖縄の基地負担の軽減を実現すると

ともに、沖縄に駐留する米軍の抑止力を維持するため

には、普天間基地の辺野古への移設が唯一の解決策で

あると繰り返し主張している。そして、菅官房長官は

4 月 5 日に翁長知事と会談した際も、「普天間基地の

危険性除去について知事はどのように考えているか」

と質した。これに対して、普天間基地は無条件に閉鎖

し、移転するなら国外か県外へというのが翁長知事を

はじめとする沖縄県の民意である。このような議論の

構図のもとで NHKに求められるのは、 

①辺野古への移設が果たして沖縄の基地負担の軽

減につながるのか？ 

 ②沖縄に駐留する米軍（海兵隊）にどのような「抑

止力」があるのか？ 「抑止力」を認めたとして

も沖縄に駐留することが必然なのか？ 軍事力

に依存した「抑止力」は「戦争の脅威」に対する

真の抑止力になるのか？ 

という課題を設定し、それぞれの課題について国民が

理性的な判断をするのに必要な情報を提供する

ことである。 

  そして、①の課題を報道するにあたっては、「辺

野古への移設」という側面だけでなく、辺野古での基

地建設には「軍港の機能」が付け加えられているとい

う指摘

（注

6

）

、米軍北部訓練場の一部返還に先立って、

東村高江集落近辺にヘリコプター着陸帯（ヘリパッ

ド）建設用の土地を提供することが閣議決定され、す

でにオスプレイの飛行訓練が激化している事実、伊江

島で米軍の最新鋭ステルス戦闘機（F35B）の配備・

訓練が計画され、伊江村議会は 3月 20日、計画の即

時中止を求める決議と意見書を全会一致で可決した

事実

（注

7

）

 

など、沖縄全域での米軍再編の動きを調査した上で

の報道が不可欠である。 

  また、②の課題を報道するにあたっては、沖縄に

駐留する海兵隊はどのような任務を負い、どのような

活動をしてきたのかを調査の上、報道する「調査・取

材報道」が不可欠である。 

  ところが NHK は、この間、「クローズアップ現

代」や「NHKスペシャル」などで辺野古基地建設の

動きはもとより、沖縄における米軍基地再編の動きを

テーマにした番組を一度も企画しなかった。また、3

月 17日に開催された参議院予算委員会で山下芳生議

員が辺野古における基地建設に係船機能付き護岸が

含まれ、軍港機能が新たに加えられていること、沖縄

各地でオスプレイの離発着訓練が予定されているこ

とを指摘し、辺野古の新基地では基地機能が減り、面

積も小さくなるという政府の主張に反論する質問を

して政府側と論戦が交わされたが、この日のニュース

7でもニュースウオッチ 9でもサンゴ損傷をめぐる質

疑しか取り上げず、「最大限の環境保全措置を講じる」

という安倍首相の答弁を伝えただけだった。 

「放送法」（第 4 条第 1 項第 4 号）は、「意見が

対立している問題については、できるだけ多くの角度

から論点を明らかにすること」を求めているが、NHK

の報道は政府発表をそのまま伝える「発表報道」に終

始している。その結果、独自の調査・取材を通じて沖

縄での基地建設の実態を多角的に伝えるという点で

も、政府が強調する基地負担の軽減の真偽を判断する

材料を国民に提供するという点でも、著しく瑕疵のあ

る報道になっている。これは報道番組の質の面でも

由々しい問題である。 

私たちは以上指摘した NHK の辺野古基地建設を

めぐる報道の瑕疵について貴機構が「放送法」等の精

神に則って慎重に審議し、NHKの報道の政治的不公

平、不作為を正すとともに番組の質の向上を促す措置

（意見表明、勧告等）を講じてくださるよう、要望し

ます。 

以上 

 

（2/2） 


