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ＮＨＫは政治権力からの自立を！ 

NHＫ問題を考える会（兵庫） 
2015 年 7 月   ニュース ＮＯ．34 

神戸市中央区元町通 6-7-6-5F 平和友好センター内 電話・FAX （０７８）３５１－０１９４ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://nhkwatchers.web.fc2 .com/ NHK 問題を考える会（兵庫） 検索 

 

活発な意見が出されたつどい、神戸市総合福祉センター 

6 月 12 日、「NHK ニュース報道をどう受け止

めるか」みんなで語る会を行いました。 

去る 4 月、「NHK ニュースを視てのご感想・ご意

見」を皆様にアンケートをお送りしたところ、72

人もの方から、即日に貴重なご意見を頂きました。 

このご意見をもとに、生の声で語り合う交流会

を開いたものです。 

会員主体の初めてのつどいでした。 

平日にもかかわらず、滋賀や大阪市内、堺市から

のご参加もあり 28 人でした。 

第一部では、話題提供として NHK ニュースを

毎日ウォッチされている、ＮＨＫ問題大阪連絡会

の佐々木さんから報告があり、その後全員が発言

しました。第二部の冒頭では「放送を語る会」の

服部さんから、NHK 番組のモニター活動のご紹

介がありました。活発なご意見が出され、予定時

間が足りなくなりました。 

代表 貫名初子さんのご挨拶 

遠いところをお越しいただき

ありがとうございました。 

私は、27 歳で第２次世界大戦

後敗戦を迎え、新憲法のもとで

70 年間、生きてきました。 

この会が始まって以来、10 年

間代表を務めてきました。この

会が無かったら、ＮＨＫの放送は

どうなっていたでしょう。 

ＮＨＫが戦前のようにならないよう、今こそ声を大きく

いたしましょう。皆さま、限られた人生ですから、多忙な

ご活躍の毎日を過ごされておられますことに心から敬

意と感謝を捧げたいと思います。 

 

 

 

貫名初子共同代表 

「今後、NHK を変えるには私たちはどういう運動を

すればいいか」ということは、問題堤起に終わった感が

あり、今後継続的な討論会が必用だと考えさせられまし

た。つどいで出された、主なご意見をご紹介します。 

 

初めての
初めての初めての
初めての「

「「
「番組を語る
番組を語る番組を語る
番組を語る会」

会」会」
会」 
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ごあいさつ
ごあいさつごあいさつ
ごあいさつと

とと
と報告
報告報告
報告 

  
 

今回はこれまでの講演会スタイルと違い、視聴者が

主体の「語り合う」初めての企画です。 

最近の NHKニュースは、露骨な政府広報になってい

ます。そこで、生のご意見をお聞きし、NHK の番組作

りに反映していくことができないかと考えて、今回の

企画になったものです。２月末に「番組を見てのアン

ケート」をしましたところ、７２人の方から多様なご

意見をいただきました。その中で遠隔地を除いた５６

人にご案内しました。その中から今日ご都合が合った

方にお越し頂きました。また、「話題提供者」として

「放送を語る会」の服部邦彦さん、「NHK 問題大阪連絡

会」の佐々木有馬さんにもお越しいただきました。昨

年発足した「NHK 問題を考える奈良の会」からも 4 人

が参加されています。 

籾井会長体制下で迷走する
籾井会長体制下で迷走する籾井会長体制下で迷走する
籾井会長体制下で迷走するＮＨＫ

ＮＨＫＮＨＫ
ＮＨＫについて

についてについて
について 

籾井会長は、さまざまな暴言、行為によって NHK の

会長としての適格性を欠くことが明らかになりまし

た。また、NHK の報道姿勢は、戦争への道へと国民を

導いていった戦前を彷彿とさせます。私たち NHK 問題

を考える会（兵庫）はこれまで「籾井会長への辞任要

求」を三度申し入れまし

た。籾井氏を任命した経

営委員会の責任も重大

です。経営委員会の委員

長や委員宛てにも「会長

罷免」要求を提出してき

ました。経営委員会が

「会長を罷免しないの

であれば、浜田経営委員

長の辞任を求める」要求

書も出しました。それを阻んでいるのは、経営委員が

安倍政権とかかわりの深い人物で占められているこ

とです。NHK を私たちの手に取り戻すには、NHK 役員

の人事の在り方について改革も必要です。私たちは、

籾井氏が辞めるまでを条件に「受信料の一時凍結」運

動も提案してきました。同時に、NHK に「良い番組に

は激励を、偏った番組には意見を」と呼びかけました。

「NHK のニュースは政府広報になっている」という事

実は、私たちの「知る権利」が奪われるばかりではな

く、制作者の「表現の自由」が規制され、民主主義の

危機になっていることも示していると思います。 

最近報道された NHKの事件を振り返ると 

3月に（内部告発で）、今年 1月 2日、ゴルフの往復

ハイヤー代 4 万 9585 円を NHK が支払ったことがわか

りました。「公私混同」という強い批判を受けて監査

委員会も経営委員会も調査をしましたが形だけで「秘

書室の責任」にしてしまいました。4月 28日の経営委

員会の記録によれば、籾井会長は「何が問題なのか」

「どこに私に責任があると書いてあるのか」と居直っ

ています。 

昨年 12月の紅白歌合戦の後、2 次会でカラオケ店に

繰り出し飲食したという事実も明るみになりました。

費用は受信料からの「役員交際費」です。公私混同が

常態化しているのではないでしょうか。 

昨年 5月放送の『クローズアップ現代』でやらせ問

題が発覚しました。NHK は「やらせではなかった」と

発表しましたが、世間とずれた倫理感覚と NHK基準が

明らかになりました。後日、自民党が「調査」と称し

て NHK を呼びつけ、堂本光副会長が出かけました。慰

安婦問題の番組改変事件のあと、NHK は放送ガイドラ

インを作り「政府からの自主・自立」を掲げたにもか

かわらず、のこのこ出かけたことは権力に屈した姿で

す。 

4 月 2 日の毎日新聞では「NHK 関連会社の不祥事調査

費」で、安倍首相の顧問弁護士を務めた小林英明弁護

士事務所に 5500 万円支払われたということです。こ

れは籾井会長が設置した調査委員会です。経費は通常

よりも数倍高い 5500 万円。5か月で 3人に。１人 1時

間 4万円に相当する、と報道されています。籾井会長

による受信料の使い道のずさんさがわかりました。
。。
。こ

のように視聴者としては見過ごすことができない問

題がありますが、その一つ一つに機敏に抗議するとと

もに、今一番大事なことは、国民に圧倒的な影響を持

つ NHK の「番組の国策放送化」をどうくい止めるかと

いうことだと思います。本日はよろしくお願いします。 

 

報告 西川 幸さん 
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「NHK ニュース報道をどう受け止めるか」大いに語る会 

 6 月 12 日 参加者 ２８人 

第１部
第１部第１部
第１部 

＜
＜＜
＜話題提供
話題提供話題提供
話題提供＞

＞＞
＞ 
  
 ニュースウオッチ
ニュースウオッチニュースウオッチ
ニュースウオッチ 

  
 「ＮＨＫニュース報道の実態」「公平・公正はどこに」
「ＮＨＫニュース報道の実態」「公平・公正はどこに」「ＮＨＫニュース報道の実態」「公平・公正はどこに」
「ＮＨＫニュース報道の実態」「公平・公正はどこに」 

佐々木有馬さん
佐々木有馬さん佐々木有馬さん
佐々木有馬さん（NHK問題大阪連絡会） 

  毎日、テレビとラジオで朝５時～夜１１時までウオッチしています。 

特徴を６点にまとめました。ニュースがどちらを向いているかが明らかになりました。 

 

特徴１．ゴールデンタイムは安倍首相の出演が中心
特徴１．ゴールデンタイムは安倍首相の出演が中心特徴１．ゴールデンタイムは安倍首相の出演が中心
特徴１．ゴールデンタイムは安倍首相の出演が中心 

〈6月 8日〉G7 に出席した安倍首相のニュース   朝

5 時―2分 57秒、5:30―2分 25秒、 

6:00―2分 58秒、11:30―約 30分（記者会見） 

〈6 月 8 日〉安保法制関連法案質疑についての報道 

朝 5 時―2分 18秒、朝 6:00―2分 17秒、 

朝 7 時―2分 50秒 

特徴
特徴特徴
特徴２．

２．２．
２．ニュースは安倍首相の画像

ニュースは安倍首相の画像ニュースは安倍首相の画像
ニュースは安倍首相の画像ばかり

ばかりばかり
ばかり 

安倍首相の顔を停止画像から始まり、官邸から出て手

を挙げるところを大写して背中を向けて歩くところまで一部

始終を映す。 

特徴
特徴特徴
特徴３．

３．３．
３．国会討論は、質問者

国会討論は、質問者国会討論は、質問者
国会討論は、質問者を映

を映を映
を映さず、安倍首

さず、安倍首さず、安倍首
さず、安倍首

相や答弁者の顔だけ
相や答弁者の顔だけ相や答弁者の顔だけ
相や答弁者の顔だけ 

6/1 午後6時 ポツダム宣言に関して安倍の答弁だけ(4分) 

6/3 正午 年金機構問題に関して水島理事長だけ(2 分) 

6/3 情報流出問題に関して塩崎厚労相だけ(34 秒) 

特徴
特徴特徴
特徴４．

４．４．
４．「日曜討論」は政権与党中心（発言回

「日曜討論」は政権与党中心（発言回「日曜討論」は政権与党中心（発言回
「日曜討論」は政権与党中心（発言回

数・時間
数・時間数・時間
数・時間とも不公平

とも不公平とも不公平
とも不公平）

））
） 

5 月 31 日(日) ＜テーマ「10 党に問う 集団的自衛権・後

方支援」＞  

自民 15 回(10 分 31 秒)、公明 9 回(8 分 46 秒)、民主 8 回

（6分2秒）、維新7回（3分45秒）、共産6回(4分3１秒) 、

次世代 4 回（3 分 36 秒）、社民 4

回（4 分 13 秒）、生活 4 回(4 分

13 秒)、元気 4 回(3 分 18 秒)、改

革 4 回(3 分 34 秒) 

特徴
特徴特徴
特徴５

５５
５．
．．
．沖縄の民意
沖縄の民意沖縄の民意
沖縄の民意を

をを
を伝え
伝え伝え
伝え

ない
ないない
ない 

・
・・
・4/7 ニュース―沖縄タイムス

世論調査 翁長知事支持率 83%、新基地反対 76% 

 (NHKは報道せず
は報道せずは報道せず
は報道せず)  

・
・・
・4/9 ニュース―「辺野古基金」設立、建白書実現へ

物心両面から支援,と紹介 

（安倍首相にあてた「建白書」には触れず）
（安倍首相にあてた「建白書」には触れず）（安倍首相にあてた「建白書」には触れず）
（安倍首相にあてた「建白書」には触れず） 

・
・・
・6/3 翁長知事 米上院議員と会談するも平行線  

(他人事のような報道
他人事のような報道他人事のような報道
他人事のような報道) 

特徴
特徴特徴
特徴６．

６．６．
６．原発など市民運動を無視

原発など市民運動を無視原発など市民運動を無視
原発など市民運動を無視 

3/14「原発のない福島！県民大集会人」6500 人  

(取材・放送なし) 

6/7 「戦争法案許さない 大阪集会」4000 人  

（放送なし） 

6/7 「Ｎｏ! 戦争法案 長野県民大集会」2800 人  

(取材・放送なし) 

＜討論＞
＜討論＞＜討論＞
＜討論＞ 

 

 

 

 

 

 

 

佐々木 有馬さん 

（中）
（中）（中）
（中） 

  
 NHK はいい放送もあると言いますが、確かにい

い放送もありますが、私は中国の餃子事件の報道のよ

うに毒が入っていると思います。NHK の放送は睡眠

薬、筋肉増強剤、麻酔剤、薬物がいっぱい入っている

と思っていますから、それを批判の材料にしています。

皆さん、そうだなという人は少ない。今の放送は戦争法

に見られるように国の構造を変えてしまうような猛毒が

入っているんですね。そこに気をつけないと、少々い

い番組があっても駄目だ、というのが私の意見です。 

 

（車）
（車）（車）
（車） 

  
 がんばっている職員のことを考えて NHK を見続け

ています。 「日曜美術館」はずっと見ています。日曜の

朝やっている「明日へ」など職員の番組作りの苦労に思

いをはせています。「明日へ」は福島の子ども達のことを

取り上げていて、高校生の明るい意見に心を熱くしまし

た。安倍さんの動きや自民党のうごきに腹がたつこともあ

りますが、すぐに反応したように過去の映画や芝居によ

ってその時の情勢を映して反撃したりしているので努力

されているなと思っている次第です。 
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（永）
（永）（永）
（永） 

  
 一つ言わせていただきたい。「ＮＨＫ問題を考

える会」というのは大切なことだと思って会費を払い会

員にならせて頂いています。「ＮＨＫ問題を考える会」と

いう名称がアピールが弱すぎる。名前を変えることを考

えたらどうか。たとえば「ＮＨＫをよくする友の会」とか

ね。何をするんだ、ＮＨＫをよくするんだということをハッ

キリさせることが必要だと思います。そしてもっと会員を

増やす。文化人、法律家、学者にも加入を呼びかけて

もっと会員を増やす運動。そういうことを運動としてやっ

ていかなければいけないのではないかと思います。 

（立）
（立）（立）
（立） 

  
 これまでの学習会の中で、ＮＨＫ会長の問題

は今に始まったことではなくて、戦後ＮＨＫが再発足

した時からＮＨＫと政治は切っても切れない関係にあ

るということを学びました。 

 そして、メディアが戦争に国民を導くためにどれ

程教育に荷担してきたか、また、世論を作り上げてき

たかということを実感しています。今、まさに同じように

メディアと教育が狙われている瀬戸際だと思います。

今こそ、皆様とご一緒に声を上げる時ではないかと思

っています。 

（太）
（太）（太）
（太） 

  
 ＮＨＫに言いたいことはいっぱいありますが、

皆さんと殆ど同じです。権力が報道を支配したがるのは

どこの国も同じです。ＮＨＫに限らずマスコミを監視する

というのは自覚的に政治的変革をやろうとすれば絶対

に避けられないこと、何があってもマスコミを監視するこ

とは必要だと思います。 

（森）
（森）（森）
（森） 

  
 私も全く同感です。ずいぶん前からＮＨＫの報

道について、政府広報、話題そらし、注目誘導、雰

囲気づくり、という視点を強く感じて注目してきまし

た。・・・・・・ 

ここのところ、秘密保護法とかひどいですね。 

でもＮＨＫに期待もあるので、何とかＮＨＫに良くな

ってほしいと思います。 

去年､大阪市中之島の中央公会堂でＮＨＫ問題の

集会がありました。待ってましたとばかり参加しまし

た。兵庫の会の方がやっているということで大阪には

ないんか、と思ったんですけど。非常にいい集会で

ほんとに立派でしたね。もとＮＨＫの方も。「ＮＨＫが

危ない」という本も紹介されたので図書館で借りて読

みました。涙が出そうになりました。 

国民を黙らせるのにメディを抑えるのは常套手段

ですよね。私は堺市の公務員で障害児の関係の仕

事をしてきました。全体の奉仕者という視点で仕事を

してきたんです。やはり、ＮＨＫも給料をもらっている

んなら、市民目線で仕事をして当然だし、してほしい

と思います。私は、その視点を叩き込まれましたし、

常に仕事のチェックをして「保護者や地域に役に立

っているのか」と。自分たちのことは最後ですわ。ＮＨ

Ｋには、ジャーナリストの気概がこれっぽっちも感じら

れない。ずるずると今の政権にひっぱられて、戦争へ

と、あおるようになるのではないかと思います。 

（小）
（小）（小）
（小） 

  
 私は時間があるので、新聞は隅から隅まで読み

ます。民放のニュースもできるだけ見るようにしていま

す。ニュースウオッチ９は大体見ています。そうすると

NHK が何をいうか、何を言わないかがよくわかります。

政権にとって都合が悪いことは言わないと思います。 

 

（中）
（中）（中）
（中） 

  
 新聞に首相の動向が出ているが、昨年 12 月

16 日には島田解説委員が首相と会食した。会食はこ

の人が初めてではなく、去年は 3 回もしている。私は、

酒を飲んだら「中立・公平」と言っても奢ってもらったと

いう弱みができて公平な放送はできないと思い、島田

委員に抗議を申しこんで「ＮＨＫを辞めて安倍の部下

になって下働きをしたらどうか」と書いたんだけど何の

影響もなかった。当たりまえだけど。(笑い)ＮＨＫはこの

人に限らず、エンタープライズとか、幹部の人がすぐ行

くんですね。これ、人におごってもらって酒をくみ交わし

たら全然だめだと思うんですよ。 何かしようとしても、そ

れ以外にも、ＮＨＫは上の者が押さえれば下の者は原

稿を一生懸命書いてもボツになる、ということを息子の

友人から 2～3 回聞いて、ＮＨＫは腐りきっていると思っ

て心配しているんですよ。私は（政治家と）飲むことが

いけないと言っているんです。 

 

司会の浪本さん(中央) 
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（増）
（増）（増）
（増） 

  
 以前は NHK受信料を不払いしていましたが今

はやりにくい。デジタルになって受信料が止められな

い。昔は、NHK の方が来て「払う、払わない」と言って

拒否できたんですが、どうしたら、受信料を止めること

ができるかお聞きしたいと思います。 

見るのはいろいろ視ますが、やっぱり NHK ばかり見

ているとおかしくなるというのはわかります。というのは

ほかの番組を見ると同じ番組でも取り上げ方が違うん

です。だから、まともな方とお話するときに NHK ばかり

見るとおかしくなるから比較してみないといけないと言

っているんです。 

（福）
（福）（福）
（福） 

  
 私も受信料の不払いをしながら NHK をよく見

ています。今、気になっているのは５月末の「日曜討

論」を見ているとテロップが出て、ツイッターとか、パソ

コンからのメール、フアックスを紹介して、意見を募集

して一部を取り上げて紹介するスタイルをとっていま

す。若い方が短いセンテンスで「中国が怖い」とか出

ます。巷に流れる一言コメントみたいなことを数多く

出しています。寄せられた意見の紹介は、短絡的な

ものばかりの紹介になっている。 

私は、メールやツイッターはできないので、即座に反

応できない。手段は FAX になりますが通じないんで

す。FAX という手段は遅れているのか、教えてほし

い。電話だったら通じるかもしれませんが。NHK への

意見はタイミングも必要でエネルギーがいることだ

が、できるだけ黙っていないでやっていこうと思って

います。 

（高）
（高）（高）
（高） 

  
 新聞は２紙をよく読んでいます。NHK の「ニュー

スウオッチ９」を視るが、これが４月から変わって、前以

上に悪くてどうしようもない。女性キャスタ－見たくもな

い顔です。「ニュースウオッチ９」視たあと「ニュースステ

ーション」を見て口直しをしていたんです、しかし、古賀

さんの問題があってみたくないと拒絶していたんです

が、最近また、また視ています。・・・ 

「ニュースウオッチ９」で嫌な思いをして「報道ステーシ

ョン」を見て口直しをして。「報道ステーションは」後の

方でちゃんと報道しています。ニュースは国会で何か

大事な問題をやる時に、事件報道や事故報道があっ

たり、揚子江で事故があったとか、事故報道を流してそ

の後で政治報道をちょっとだけ流して、スポーツ、天気

予報にいっちゃうんでもっと政治報道をちゃんと流して

ほしいと思うんです。 

沖縄に２月に行ったときに、沖縄タイムスと琉球新報

の記者がつねに辺野古にいました。ＮHK と、他のカメ

ラマンも来たけど、現地の人が「NHK は何しに来たん

だ、帰れ」と言われていたんです。ＮＨＫだけのけ者に

されていたんです。多分、６時や９時のニュースで報道

しないから、そういうことがあって「ＮＨＫ帰れ」と言われ

たんだと思います。 

 

（宮）
（宮）（宮）
（宮） 

  
 メディアを考えるときに、軍国少年・軍国少女

を作ったのはメディアと教育でした。今、メディアだけ

でなく教育も教科書問題など、メディアと同じように注

意してみていかなければならないと思っています。 

メディアで「公平・公正」をいうとき、「どうしたら公

正・公平なのか」、国会議員の人数に比例して時間

配分したら公平なのかいう問題がありますがＮＨＫは

それが公平だという立場のようです。昔の中東の放

送局「ｱﾙｼﾞｬｼﾞｰﾗ」の放送は「その見解とそれに対立

する見解を同じように紹介する」という立場でした。こ

れはブッシュを放送するなら同じようにフセインも放

送するというやり方です。だから、異なる意見をいっ

ぱい流すというのではなくて、「公平な放送」という時

に、対立する意見はこういうのがあると報道する必要

があると思います。 

（北）
（北）（北）
（北） 

  
 6 月 11 日のプロ野球で沢村の動画が出てきた。

スポーツをすることは、平和でなければできないと思い

ます。メデイアが戦争に果たす役割についてメモを作り

ました。 

メディアの役割として思うことは､１番目に事実を伝える

こと、２番目に権力を監視する、３番目に一色に染まら

ない多様な意見を提示する、４番目に議題を設定す

る、世の中で何が大事かを設定する、５番目に少数派

になることを恐れない立場を貫く、６番目にそもそも論

に立ち返り、国民が冷静に考えられるようにすること。こ

ういうことがＮＨＫに生きておれば、ＮＨＫに視聴料を

払う価値があると思います。ＮＨＫから何回も請求書が

来ます。ＮＨＫがちゃんとできたら払いますがＮＨＫは

できていないと言って断っています。今、３０何万円

か、たまっていますが、毎月請求が来ているのが現状

です。 
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（由）
（由）（由）
（由） 

  
 イギリスに１か月滞在したことがあった。BBC で

「イラク戦争是か、非か」毎週、毎週長時間番組で討論

していた。ロンドンの 30 万人の大デモをＢＢＣが大きく

報道していました。 

考えてみれば、今、憲法の問題や「集団的自衛権」は

日本の大きな転換期になる大事な問題だと思うんで

す。せめて NHK がいま、そういう番組を作ってほしい。 

今日、皆さんのご意見を聞いていまして、こういう場を

いかに広げていくか、みんなで考えていきたいと思い

ます。 

 

（齋）
（齋）（齋）
（齋） 

  
 ９時の「ニュースウオッチ９」で最近気になった

のは、5 月 18 日、最初のニュースに浅田真央の復活

をとりあげ、冒頭から 10 数分延々と流し続けた。ニュ

ースというより浅田選手のこれまでの活躍や 1 年間の

動きを長々と放送した。国民にとってもっと重要な問

題があるにもかかわらず、このような報道が行われるこ

とはどういう意図でああいうニュース構成になるのか大

きな疑問を感じた。もう一つは、視聴者からある問題に

ついて賛成、反対を FAX で受けつけてそれを紹介し

ながら進める討論番組があります。この時、賛成、反

対がそれぞれ同数紹介されて、一見「公平」に見える

が、実際には数千件の意見が寄せられ、同数ではな

い場合もあるはずで、そのことに何も触れないのは「公

平」を装ったごまかしだと思います。 

（玉）
（玉）（玉）
（玉） 

  
 私は昭和１ケタの前半です。テレビはあまり見

ないのでラジオでニュースをよく聞きます。そこで気が

付くのは安倍総理ばかり出てくるんです。 

日曜討論は安倍の顔がバックに５回か１０回出るんで

す。あんなのは以前はなかったです。あれはひどい。

私は腹が立ったらすぐＮＨＫに電話するんです。 

２０年ほど前に、健康保険問題で、東京で１０万人集

会をＮＨＫのすぐ裏でやったのに、全然出てなかった

から手紙出して抗議しました。それでNHKから返って

きた手紙はまだ置いていますけど。その時分からＮＨ

Ｋに文句を言っているわけなんです。かつては「おし

ん」とか「新日本紀行」とか非常にいい番組、世界で

何１０か国が見ている、そんないい番組を作ったＮＨ

Ｋはどうなっているのか、とよく言うのですけど、ラジオ

を聞かない人はわからないでしょうが、「和服の着方」

というので若い人がペチャペチャ、ビックリするような

喋り方でやっている。 

ＮＨＫはイヤになるほど劣化していることを感じます。 

 ここで、お断りしておかなければならないことがあり

ます。去年の大阪中央公会堂での集会のあと、懇親

会で「中之島公会堂は山本宣治が治安維持法反対

の集会で演説した由緒ある会場だ」と発言したのです

が、その後で「あれは天王寺公会堂でした」と言われ

ました。ここで訂正して謝っておきます。その事もあっ

て今日参加しました。 

 

（平）
（平）（平）
（平） 

  
 NHK は沖縄の現実を伝えない。おかしい。現

在の NHK を視ている多くの人が、だんだん慣らされ

て「NHK の報道はこんなものだ」と思い疑問を持たな

くなるのを心配している。安倍のねらいはそういうとこ

ろにあるのだろう。 

マスコミの幹部と安倍との会食が頻繁に行われてい

る状況を考えれば、意図的に仕向けられているので

はないかと思う。佐々木さんがまとめられた６つの事

柄は全くその通りだが、NHK はこんなものだと思いこ

まれていくのが怖い。こういう事態を今後どう変えて

いくか。奈良の会としても取り組んでいく。 

（浅）
（浅）（浅）
（浅） 

  
 私は、ＮＨＫニュースは見なきゃいけないと思

うのですが、この頃は非常に見たくなくて、日曜の朝

の関口さん、寺島さんの番組とか「報道ステーショ

ン」とか見ていています。孫に「おじいちゃん、偏っ

てるで」と言われるんですけど(笑い)、若い人はだん

だん慣らされているのが怖いなあと思います。「花子

とアン」のドラマでは後で、(花子は)白蓮さんに恨ま

れるという立場になっていましたが、ＢＫのアナウン

サーもなさっていた知人もそうならないように・・。た

だ、「報道ステーション」を見て気持ちが良くなって

いるわけですが、これからＮＨＫの番組をつとめて一

所懸命視ます。 

「日曜討論」は腹が立って切ってしまうんですが、一

生懸命、最後までがまんして見て、先ほどの(佐々木

さんの報告の)パーセンテージまでよくぞ、出せるん

だなあと、自分もこんなふうにしなければいけないな

と思います。 
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（岩）
（岩）（岩）
（岩） 

  
 気になっていることは、日本のことが出ると、

最近やたら「ニッポン、ニッポン」と言っていることで

す。「にほん国憲法」と言いますね。「にほん」と「ニッ

ポン」を使い分けています。ところがテレビの放送で

は最近、「にほん」と聞いたことがない。どんな時でも

「ニッポン」と言っていて耳障りです。力が入りすぎて

変ですね。「ニッポン」というのを強制されているので

はないかと思うのです。コマーシャルでは「日本」と

言っていました。話変わりますが、今「戦争ができる

国にしようとしている」とよく言いますが、私は「戦争

に勝てる国にしようとしている」と思うのです。だか

ら、戦争に勝とうとするとどうしても優越感を持たなけ

ればいけません。それで優越感を若者だけでなく、

日本国民全員にもたせる為の一環として、テレビで

「ニッポン、ニッポン」と力強く聞こえるようにしている

と、そんな風に見ています。 

 

（西）
（西）（西）
（西） 

  
 今、最も重大な安保法制についてのＮＨＫの

扱いは、国会で初めて論議された５月２６日の夜７時

のニュースは、７項目中の３番目に放送されていて、

一般のニュースと並列に扱われていました。ＮＨＫ

は安倍政権が国民に関心を持ってほしくないことを

忖度していることが示されていると思います。 

最近、目だっていることはプロ野球の開始に「君

が代」が放送されることです。野球のクライマックスで

は軍隊のラッパ音楽がかかっていていつからそうな

ったのか NHK が政権に取り込まれていることはわか

りますが、民放の番組内容やスポーツまでそういう形

で浸透させているなあと感じています。それを選手も

観客も意に介していないところが恐ろしいと思いま

す。 

（野）
（野）（野）
（野） 

  
 私もこの会に入って勉強して、できるだけ、朝

のニュース、夜のニュースをメモしているんですが、

メモしたのをまとめてＮＨＫに批判なり激励すること

はメチャメチャむつかしいですね。これはおかしい、

これはいいと思うことはいっぱいあるのですが・・。 

NHK をよくするにはそれしかできないので頑張って

いこうと思います。以前は「報道ステーション」や「ニ

ュース２３」など民放は見てなかったのですが、アン

ケートにいろいろ書いてあるので視てみると「ア、ほ

んとにいいこと言ってるなというのがあるんですね。

古館さんなんかもいろいろ言われますけど、沖縄の

問題では「日本人みんなの問題ですよね」とコメント

したり「ニュース２３」の岸井さんなんかは戦争法案に

ついて「『木を見て森をみない議論が多い』とか安倍

が言ってましたけど、木というのは自衛隊員に血を

流せ、ということですよね、アメリカのために血を流せ

ということです」と言っていて、民放がんばっている

な、と思っています。「ニュースウオッチ９」はどうして

も見る気になりません。７時には視ますけど。 

 

（昆）
（昆）（昆）
（昆） 

  
 4 月の一斉地方選挙のとき、維新の会の上西

小百合議員が国会予算委員会を欠席した事件が話

題になりました。彼女が事前に診断書を提出し予算

委員会の前夜に知人男性とパブなどをはしごしたス

キャンダル。東大出の物知りの人が「そんなん知らん

で！」というので「NHK のニュースだけ見とったら世

の中わからへんで！」と言いました。「労働者派遣

法」にしてもニュースとして放送しない。ニュースが

尻切れトンボで国民には何が問題か知らせない。 

5 月 28 日の国会質問では、志位氏の質問は圧巻で

した。この議会撮影も安倍総理は見栄えのするアン

グルを工夫し、志位さんは最も見栄えしないアング

ル、「ここまでするか。あんたら官邸と何べん会食しと

うねん」と思わずぼやいてしまった。その上 7 時のニ

ュースも 9 時もこの議会質問ニュースはちょっとだけ

で国民に伝わらない。籾井氏は 3000万円以上の給

料もらいながらまだまだスキャンダルはあるようです

が、職員も１０００万円以上の給料であれば家族を路

頭に迷わせるわけにはいかないと黙ってしまうので

すかねえ。NHK政治部出身者がＮＨＫエンタープラ

イズのトップに天下り。NHK ニュース（政治部）の劣

化がはなはだしい。 

 

 

籾井会長辞任要求宣伝チラシ 
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 第二部 NHK を変えるために  服部邦彦さん (放送を語る会) 

  話題提供  モニター活動「テレビはニュースをどう伝えたか」  

2010年からモニター活動開始。きっかけは「昭和天皇死去をめぐる報道のあり方」 

最近のモニター活動として、2015年 3月～4 月の活動を報告されました。                                    

辺野古基地新設
辺野古基地新設辺野古基地新設
辺野古基地新設についての

についてのについての
についての翁長知事

翁長知事翁長知事
翁長知事と

とと
と政府
政府政府
政府との

とのとの
との会談

会談会談
会談をテレビニュースはどう

をテレビニュースはどうをテレビニュースはどう
をテレビニュースはどう伝

伝伝
伝えたか
えたかえたか
えたか（

（（
（要点
要点要点
要点）

））
） 
  
 

 

行政不服審査法
行政不服審査法行政不服審査法
行政不服審査法の

のの
の適用

適用適用
適用

（
（（
（3/30
3/303/30
3/30）

））
） 
  
 

翁長知事
翁長知事翁長知事
翁長知事―

――
―菅官房長官会談
菅官房長官会談菅官房長官会談
菅官房長官会談 

  
 (4/5)
(4/5)(4/5)
(4/5) 

  
 

翁長知事
翁長知事翁長知事
翁長知事―

――
―安倍首相会談
安倍首相会談安倍首相会談
安倍首相会談（

（（
（4/17
4/174/17
4/17）

））
） 

 

翁長知事が辺野古沖での工事

の中止を指示したことに対し、

農水省がこの指示の効力を「行

政不服審査法」を適用して一時

停止するよう通知。 

  

 

NHK 

 

ニュース７ 

「行政不服審査法」の適用の問

題点には一切触れていない。 

「アメリカ軍の用地が返還され

ることは地域の皆さんにとっ

て、間違いなくプラスであり施

設の返還を進めていきたい」と

の政府見解を紹介。 

翁長知事の「今日まで沖縄県が自ら基地提

供をしたことはない」という発言、「上から目

線の“粛々”という言葉を使えば使うほど県

民の心は離れ、怒りは増幅していく」という

発言を伝えた。  

キャスターは「会談は平行線」という表現を

繰り返えした。 

安倍首相の「普天間の一日も早い危険性の除去は、辺野

古への移転が唯一の解決策」という発言、 翁長知事の

「すべての選挙で辺野古新基地反対の圧倒的民意が示

された。沖縄は自ら基地を提供したことは一度もない。自

ら土地を奪っておきながら、世界一危険だから沖縄が負

担しろ、いやなら代替案を出せといわれる。こんな理不

尽なことはない」との発言を伝えた。ただ、政治部記者

の解説は安倍政権の姿勢の要約でしかなかった。 

 

NHK 

 

ニュース 

ウオッチ９ 

「行政不服審査法」の適用の問

題点には一切触れていない。 

翁長知事のインタビューと解説約

１分に対して、菅官房長官の会見

と解説＋林農水相の国会答弁と

解説計２分１0 秒。時間配分は、政

府見解を伝えることに傾いてい

た。 

「日米同盟の維持、抑止力の維持と普天間基

地の危険除去を考えたとき、辺野古移設は

唯一の解決策」という菅官房長官と、「辺野

古の新基地は絶対建設できないと確信して

いる」という翁長知事のやりとりを伝えた。 

また、“粛々”という言葉を辞書で調べ解説。

しかし、下部（注１)の翁長知事の発言は全く

報じなかった。 (４’５０") 

この重大な会談について、わずか４分３０秒、会談が行わ

れたという事実中心の報道で、特に解説も、識者の意見

もなかった。淡々と事実のみ伝えるという「ニュースウオ

ッチ９」の姿勢が典型的に示される放送となっていた。 

 

（下記“報道ステーション”のような記者会見の内容紹介

もせず、歴史的検証も行っていない。） 

 

テレビ朝日 

 

報道ステー

ション 

成蹊大学法科大学院の武田真

一郎教授の「国民が、行政との

間で紛争になった場合、国民側

を守るために作られた法律で、

国が国民と同じ立場で、不服申

し立てすることは出来ない」と

の批判的見解を紹介。（１６´３０″） 

下部(注１)の翁長知事の発言を伝えるととも

に、「粛々」という言葉を使うことへの抗議

に加え、翁長知事の「サンフランシスコ講和

条約で、日本が独立と引き換えに、米軍軍政

下にさし出されて２７年間、沖縄は、米軍相手

の過酷な自治権獲得闘争を続けていた。そ

の闘いは想像に絶するものだった」との発

言も紹介 （１２‘５0"） 

約９分という時間をかけて知事―首相会談を伝えた。会

談の冒頭部分に続き、そのあとの翁長知事の記者会見の

内容も丁寧に紹介している。１９９９年に沖縄が移設を受け

入れたとする政府の主張に、翁長知事が会談の中で歴史

的経過も踏まえ反論した発言内容を伝えている。そのあ

と番組では資料映像も取り入れながら経過を振り返り歴

史的に検証している。 

 

TBS 

 

ＮＥＷＳ２３ 

林農水相の「国も申立人として

の適格性が認められるのが相

当」だという談話を伝えたが、

アンカーの岸井成格氏は、条文

の目的をフリップで示して、「そ

ういう解釈が可能なのか」と疑

問を呈し、「知事選などに示さ

れた沖縄県の民意、その変化を

無視して国が強行できるのか。

少なくとも行政手続きは、公の

司法の場で判断されるべきもの

だと思う」とコメント。 

 

翁長知事の「官房長官の“粛々”という言葉

がしょっちゅう出てきて、なんとなくキャラウ

ェイ高等弁務官の姿が思い出されてきて、

何か重なり合うような感じがする」という発

言を紹介。岸井成格氏は、「キャラウェイ高等

弁務官とは、沖縄のアメリカ統治下時代、沖

縄の最高権力者。県民からすると、戦後統治

下の負の遺産の象徴的存在だ」。「キャラウ

ェイの名を出すことで、アメリカに対し、『あ

なた方は民主主義国家でしょう。今の沖縄は

当時の統治下とは違うのだ。民主主義に基

づく民意を無視するのか』という、牽制球を

投げたということではないか」と解説。 

わずか３分３０秒の簡単な扱いだった。会見の冒頭の発

言、終わってからの翁長知事の会見、菅官房長官の会見、

今後の政治スケジュール、と、最小限の情報だけに限定

されていた。これまでの突っ込んだ丁寧な報道からする

と、４月１７日の翁長・安倍会談の扱いは拍子抜けの感があ

る。 

 

(＊この日、愛川欽也さんが 15 日に死去していたことが

わかり、 

TBS をはじめ各局ともかなりの時間を割いて放送したと

いうことも影響していると思われる)。 

 

 

フジテレビ 

 

み ん な の 

ニュース 

コメンテーターのロバート・キャ

ンベル氏が「行政不服審査法と

いう本来は国民の権利救済の

ための法的措置を国が使って

いる。法令に基づく法的措置は

その通りだが、沖縄県民の安

心、暮らし、日本全体の安全の上

からも大きな禍根を残す」と述

べた。 

会談実現までの経緯と、会談冒頭の両者の

発言を簡単に伝えた。 翁長知事の発言は

米軍の占領以後も継続した基地負担の苦し

みを、県民を代表して厳しく訴えた説得ある

もので、これに対する菅官房長官の紋切り型

でどこか高圧的な発言とは対照的だった

が、いずれの発言の紹介も短すぎて、正確

な内容やニュアンスは殆んど伝わらなかっ

た。ただ、 “粛々”という言葉遣いについ

て、菅氏ら政府首脳が辺野古移設に反対す

る県民の声にも耳を貸さず“問答無用”で臨

んでいることが“粛々”の本当の意味だと、

翁長氏の発言を通して明らかにしていた。 

会談についてはわずかに１分１６秒、メインキャスターやコ

メンテーターの関連発言もなく、会談の経緯を形式的に

伝えただけだった。 

一方で、愛川欽也氏の死去について３１分あまりを使っ

て詳しく伝えた。多くのファンに親しまれた俳優であり、

業績も大きく、特集することに価値はあるが、沖縄の基

地問題の重要さを考慮すれば、余りにも落差のある伝え

方だった。 

 

（この日の報道では、強引に移設を進める安倍政権の

姿勢についての分析や、今後この問題がどう展開するの

かなどについて、コメンテーターや専門家の意見を交え

てもっと詳しく伝えるべきだった。） 

(注１)  翁長知事は菅官房長官との会談で要旨次のように述べている。「今日まで沖縄県が自ら基地は提供したことはない。銃剣とブルドーザーで、普天間も含め基地に変わ

った。自ら奪っておいて、県民に大変な苦しみを今日まで与えておいて、今や世界一危険になったから、その危険性の除去のために『沖縄に負担しろ』、『代替案を持っている

のか』、『日本の安全保障はどう考えているのか』と。こういった話がされること自体、日本の国の政治の堕落ではないかと思う」。 

（注２） 日本テレビ「NEWS ZERO」もモニター対象番組であったが、30 秒程度の短時間放送がほとんどだったので省略。 

 

 

服部 邦彦さん 


