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 12月 6 日、第 35 回メディアを考える市民のつどいを

行いました。 

はじめに、11 月 7 日の「怒りのＮＨＫ包囲行動」がビ

デオ上映されました。東京、滋賀、神戸からのメッセー

ジでした。 

醍醐聰さん（「ＮＨＫを監視・激励する視聴者コミュニテ

ィ」共同代表、東大名誉教授）は「ＮＨＫの罪と受信料

義務化」をテーマに、ＮＨＫ問題をめぐって 3 つの柱で

話されました。 

1 つの柱は、最近のＮＨＫの報道の検証。2 つ目は

受信料義務化をどう考え対応していくのか。3 つ目はＮ

ＨＫ改革についての私案。 

お話しはＮＨＫの報道や具体的な資料を挙げて、テ

ーマに沿ってわかりやすく話されました。テーマが大き

いので、時間を 30 分延長して、ＮＨＫ改革について話

されました。 

参加者は熱心に最後までお話しに聞き入りました。 

「ＮＨＫの罪と受信料義務化」というタイムリーなテー

マに関心をもたれた新しい視聴者の会の名古屋、岐

阜、奈良の方々や岡山、香川など遠方からの参加もあ

り全部で１６０人でした。 

つどいは最後に「受信

料義務化に反対し、権力

の報道への介入に抗議

する」アピールを参加者

一同で採択しました。 

参加者から「よかっ

た、わかりやすかった」

という感想が圧倒的に 

多くだされましたが「質問の時間がもっとほしい」という

ご意見もあり、今後の反省として受け止めています。 

 

 

神戸市立婦人会館 会場いっぱいの 160人 

 

醍醐 聰さん 

次回 講演会のご案内 

3.11 から 5 年 

切り捨てられる福島は、 

平和憲法の故郷だった 

お話し：坂本充孝さん

1982 年、中日新聞（東京

新聞）入社。東京社会部、大

阪報道部長を経て 2015 年 4

月から福島特別支局長。 

  

場所：兵庫県学校厚生会館 

神戸市中央区北長狭通 4丁目 3-13 

日時：2016 年 2 月 21 日（日） 

午後１：３０～ 

 

 

ＮＨＫは政治権力からの自立を！ 2015 年 12 月ニュース ＮＯ．35（第 2 版 2016 年 1 月） 

NHＫ問題を考える会（兵庫） 
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 
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東京・渋谷 ＮＨＫ放送センター西門前 

リレートーク 高木聡子さん 

１１．７「怒りのＮＨＫ包囲行動」ビデオメッセージ 

国 民 に 影響 力 の強 いＮ Ｈ Ｋに は 民 主     

主義と社会の品位までおとしめてほしくな

いのです。そのためには権力が隠したがる事

実を私たち市民が知る必要があります。多角

的な視点、多様な現実を伝える報道、権力に

迎合しない報道を強く求めます！ 

 

滋賀・大津 NHK滋賀放送局前でコール 

アベ政権は報道への介入をやめろ！ 

ＮＨＫを「アベチャンネル」にするな。 

ＮＨＫは政権の介入に屈するな！ 

マイナンバーで受診料を徴収するな。 

NHKは権力を監視しろ！ 

NHKは番組制作の自由を保障せよ。 

籾井会長はやめろ！ 

NHKは国民の声を伝えろ！ 

 

兵庫・神戸 ＮＨＫ神戸放送局前 リレートーク 

 

東田栄治さん 

安倍さんは籾井会長とお友達だ

そうですが、NHKは安倍首相と

お友達になってほしくない！そ

れが視聴者としての私の怒りの

原点です。政治的な番組はとくに

ひどいです。ジャーナリズムのひ

とかけらもないと思っています。

このNHKを市民の力で変えさ

せようではありませんか！… 

 

ＮＨＫ神戸放送局前でコール朴明子さん 

    

メッセージプラカード（ＮＨＫ包囲行動実行委員会がまとめた視聴者の声） 
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(1)今日のお話しの流れ：3 つの柱 

➀最近の NHK の報道番組の検証 

②NHK 受信料義務化の動きにどう立ち向 

 かうのか？ 

➂NHK 改革私案 

＊おまけ ネットアンケート運動の提案 

 

(3)邦人保護のためというけれど 

 

(2) 安
安安
安 保
保保
保 報
報報
報 道
道道
道 

～政局報道を超えた政権援護報道～ 

①政権に不都合な事実を伝えない 

  ・立法事実はあったのか？ 

    ホルムズ海峡機雷掃討、米艦防護 

  ・砂川事件判決は合憲の根拠になるのか？ 

②対米公約？ 60 日ルールで決まり？ 

  不測の事態？ 

(4)邦人保護じゃなかったの？ 

 

（左の枠と対比して見てください） 

(1)
(1)(1)
(1) 今日のお話しの流れ：3つの柱 

最初は「NHK の最近の報道はどうなっているのか」 

２つ目が、「受信料義務化」の流れ。 

３つ目が、NHK をどのように改革をしていったらいいのかという

ことです。 

最近の NHK の報道の検証で、４つの分野を取り上げます。 

１つ目は安保報道。 

２つ目は、沖縄・辺野古基地報道。 

３つ目が、経済分野、税制の問題。 

最後に、マイナンバー報道について。 
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まず、安保報道について、ＮＨＫは政権に不都合な事実

を伝えなかった。「NHK は『何を伝えたか』も大事だけども

『何を伝えなかったか』ということの方が大事になってしま

う」。参議院で、よく取り上げられたのが「安保法案に立法事

実があるのか？」ということ。 

(3)(5)
(3)(5)(3)(5)
(3)(5) 邦人保護のためというけれど 

民主党の大野元裕さんが国会で「海外で数人の日本人

が攻撃に晒されたとしても、それが『存立危機事態』にまでな

るのですか」と質問したところ、中谷防衛大臣は「邦人が乗っ

ているかいないか、これは絶対的なものではございません。

総合的に判断する」と答弁しました。それなら、あの赤ちゃん

を抱えたお母さんのイラストは何だったのでしょう。こういう事

例を挙げて「これは日本の存立危機事態だ。だから集団的

自衛権の行使が必要」と言いました。これで安保法の立法

事実（立法を必要とする理由）があるのか？こういう論点を

NHK が伝えたのを、皆さんお聞きになりましたか。 

(4)(5)
(4)(5)(4)(5)
(4)(5) 邦人保護じゃなかったの？ 

安倍首相は火事のイラストを使って、火の手が日本に及

んできた時に武力出動すると説明しました。しかし、邦人が

乗っていなくても武力行使するというのでは米国のためとい

うことになります。NHK はこういう安保法案のアキレス腱と言

えるようなことは、素通りしたのではないでしょうか。他にも

「『後方支援』と言うけれども安全なところでやる、危険になっ

たら退きます」と言っているけれども、これまでのPKOで派遣

された自衛隊員は安全な活動をしたのかということをメディア

はしっかり調査・取材して伝えないといけません。『報道ステ

ーション』とか、民放、新聞はかなり伝えました。しかし、NHK

はほとんど踏み込みませんでした。 

ＮＨＫの罪と受信料義務化 醍醐 聰さんのお話し(概略) 
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(5)迷走した政府答弁
迷走した政府答弁迷走した政府答弁
迷走した政府答弁 

～NHK が伝えなかった法案のアキレス腱～ 

・「日本人が乗っているにもかかわらず、攻撃する 

 ということは、日本を攻撃する意図が十分にうか 

 がわれる」（安倍首相、7月 13 日、衆院特別委） 

・「邦人が乗っているか乗っていないか、これは絶 

 対的なものではございません。総合的に判断する 

 ということで・・・」（中谷防衛相、8月 26 日、 

 参院特別委） 

 

(6)沖縄・辺野古報道 ① 

三上智恵「表層の中立性を保っても基地問題の 

 本質は伝わらない」（日放労インタビュー） 

「反対派の抵抗にあい、今日も作業は進みま 

 せんでした」ＶＳ「施設局員が強行に作業を 

 進めようとしましたが、反対派住民が阻止し 

 ました」 

(7)沖縄・辺野古報道 ② 

・「沖縄は基地負担を担ってきたのではなく、 

 担わされてきたのです」 

 （NHK沖縄放送局・西銘記者） 

・「沖縄の人々には米軍基地の集中など安全保 

 障上の負担を長きにわたって担っていただい 

 ています」 

 （慰霊式典での安倍首相のあいさつ） 

 

神戸市立婦人会館 
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もう一つ、政府は安保法案は合憲だと言う時に「砂川事

件判決」の最高裁判決を持ち出しました。しかし、この判決

は米軍を駐留させることが憲法9条に反しないかどうかにつ

いて判断したもので、日本の集団的自衛権には全く触れて

いないのです。ＮＨＫはこの点もほとんど紹介しませんでし

た。 

 
  
 ＮＨＫのニュースはよく「政局報道」だと言われます。

政治日程ばかり伝えて、論点を伝えないという意味です。

しかし、安保法案の報道は「政局報道」を超えた「政権援

護報道」だったと感じています。 

 ＮＨＫのニュースに登場した政治部記者は、この時期に

衆院で法案が採決された理由を尋ねられて「安倍首相が米

議会で夏までに成立させると演説したことが対米公約に

なったからだ」と解説しました。 

 国会でまだ法案審議も始まっていない時期に安倍首相

が米国で話したことに日本の議会が縛られるかのような

解説をＮＨＫの記者がするのはどういうことしょうか？ 
  
 

 
  
 (6)
(6)(6)
(6) 沖縄・辺野古報道 ① 

三上智恵さんという琉球朝日放送にいらっしゃった方

ですが、NHKの労働組合（日放労）の『公共放送インタ

ビュー』で「基地問題には中立な立場などありません。中

立を装っても基地問題の本質は伝えられません」と話して

おられます。さらに、「『防衛施設庁がボーリング調査をしようと

した時に、反対派の抵抗に遭い、今日も作業は進みませんで

した』と伝えるのか、それとも『…強硬に作業を進めようとしまし

たが、反対派住民が阻止しました』と伝えるのかで、ずいぶん

とニュアンスが違います」と言われています。そのとおりと思い

ます。 

(7)
(7)(7)
(7) 沖縄・辺野古報道 ② 

沖縄の終戦記念日の式典の模様を取り上げた『ニュースウ

ォッチ９』の終わりがけに、沖縄放送局の西銘むつみ記者が、

思いつめたように、「沖縄は基地負担を担ってきたのではな

く、担わされてきたのです」と発言されたのが、私は印象に残り

ました。私はこの発言の意味がすぐ分かりました。安倍首相が

挨拶の中で「沖縄の人々には、米軍基地の集中など安全保

障上の負担を、長きに亘って担っていただいています」と言っ

た発言に反論しなければという思いに駆られた発言だと思え

ました。こういう報道も NHK にはあるということも知っておきた

いわけです。 

 

 

講演中の醍醐 聰さん 
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(8)法人税率引き下げ報道 

・NHK 報道「実効税率、20％台まで引き下げ 

 の方向で調整」「どこまで引き下げるかが 

 焦点」「GDP600 兆円達成へ弾み」 

・「実効税率」＝実際の税負担率なのか？ 

・法人税率を下げたら日本の立地競争力は上 

 がるのか？ 

→ 実際の税負担は、税率×課税ベース×諸控除 

(9)法人実効税率は既に 15％台  

 1998 2004 2010 2013 

支払配当 11.4 13.4 21.0 23.0 

その他社外流出 20.4 17.0 12.1 10.6 

法人税額 31.9 23.8 22.0 15.3 

社内留保 36.6 48.8 44.9 51.1 

国税庁「会社標本調査」（益金処分の内訳）より作成 

(10)法人税を下げたら海外へ出ていく 

企業は減るのか？  

わが国企業の海外生産比率 

         1990 年  2010 年  2013 年 

 法 人 税 率  37.5％   30.0％   25.5％ 

 国内全法人     6.0％   18.1％     －        

 海外展開企業  13.7％    33.3％    34.6％ 

    （出所）経産省「海外事業活動調査」 

(11)軽減税率一辺倒の報道でよいのか？  

食料品に軽減税率を適用した場合の税負担の変化 

年間収入 

（万円） 

 

～200 万円 

750～ 

800 万円 

1,500 

万円～ 

均等税率適用 7.4% 4.4% 3.1% 

軽減税率適用 6.9% 4.2% 3.0% 

税負担軽減額 
▲8,745 円 ▲19,170 円 ▲28,200 円 

総務省「家計調査」2014 年より作成 

(12)メディアが伝えない軽減税率の真相 

・低所得者対策（＝所期の目的）に全く役立た 

 ない 

・消費税の逆進性の是正に役立たない 

・むしろ、高額所得層に厚い再配分となる 

・自公の綱引き報道＝政局報道の経済版 

・税制問題の本質をそらす報道 

(8)(9)
(8)(9)(8)(9)
(8)(9) 法人税率引き下げ報道 

経済問題についても、対話できるようにしておかないとい

けないと思います。多くの国民は景気・暮らし・社会保障、

こういうことに対する関心は高いと思います。その中で、新

聞でも、NHK の報道でもよく「法人税率引き下げの前倒し」

「実効税率を 20％台まで下げる」という話題が伝えられま

す。しかし、実効税率が高い低いということが、税負担が高

い低いということとは同じなのでしょうか。 

(9)(10)
(9)(10)(9)(10)
(9)(10) 法人実効税率は既に 15％台 

政府は「法人税率をもっと下げないと、日本の競争力が

劣ってしまう。日本企業は海外にも生産拠点を移す」とさか

んに言いますが、実際の企業の税負担は税率だけでは決

まりません。いろんな控除がある、欠損金の繰越控除とか、

試験研究費控除とかあります。税率だけじゃなくて、国税

庁の資料を使って実際の税負担率を計算すると、課税対

象所得のうちから法人税に払った割合は 2013 年度には

15.3％になっています。法人税を下げたら、日本企業が海

外に出ていく足を引き止められるのかというと、資料で示し

たように逆です。法人税を減税して企業の手元に残った利

益の多くは内部留保に回っているという事実をもっと知らせ

るべきです。 

(11)(12)
(11)(12)(11)(12)
(11)(12) 軽減税率一辺倒の報道でよいのか？ 

次に、消費税の話です。今「軽減税率をどうする」という

話ばかりになっています。消費税を全部 10％にした時に、

年間収入 200 万円未満の 2 人以上の勤労世帯では年収

の 7.4％が消費税で消えていきます。中間層の世帯では

4.4％。1,500 万円以上の世帯では年収の 3.1％で完璧な

逆進性です。仮に、食料品全てを８％で据え置くという軽

減税率にしたら、負担率はそれぞれ 0.5％、0.2％、0.1％

下がりますが、これで逆進性が緩和されたと言えるでしょう

か。軽減税率を適用したことによる税負担の軽減は、年間

収入 200万円未満の世帯では、8,745円、1,500万円以上

の世帯は、28,200円です。絶対額で見たら、高所得層に

３倍ぐらいたくさん軽減の恩恵が及びます。これでは低所

得対策とは言えません。軽減税率のこうした実態を伝える

調査報道が必要だと痛感します。 

 

 


