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(52)NHK 改革私案  会長選出② 

候補者推薦方法～複数の方法を併用～ 

  ①団体推薦（日本学術会議、メディア関連学会、日

弁連、ペンクラブなど） 

  ②視聴者からの公募（○○人以上の推薦者名簿、本

人承諾書・推薦文書を添えて） 

経営委員会で候補者の審査・絞り込み 

  ➀自局テレビで候補者の経歴、所信表明を放送 

  ②経営委員会は選考経過を議事録に留め、公表する 

 

(53)NHK 改革私案  経営委員選出➀ 

国会同意人事を止めて公募・公選制に選考委員会の設置 

 ①候補者の推薦受付  

  ・団体推薦 ・視聴者からの推薦 

 ②候補者選考 

  ・12 名のうち 3分の 2は団体推薦候補者から 

  ・3 分の 1は視聴者推薦候補者から 

  ④選考員会が選出した視聴者推薦候補者について

は視聴者の信任投票 

 

(50
(50(50
(50)

))
) マイナンバーを使うとしたら？ 

部分的な利用としては、マイナンバーを使って転居先

が分からなくて請求できない人の現住所を行政に問い合

わせることです。もう一つは、全面的に使うことです。しか

し、ドイツと同じやり方をするとしたら、視聴者の個人番号

を全部行政から教えてもらってＮＨＫが保有するのでしょ

うか？「漏洩したら誰が責任を取るのか」と内閣府に聞い

たら、「それは事業所ですよ」と言いました。 しかし、全

契約者の個人情報を行政が NHK に渡すとは思えませ

ん。そうすると「行政が市町村民税と一緒に集金するの

か？」ということになります。かりにそうなるとドイツと似てき

ますが、ドイツは集金センターで行い。行政任せではあり

ません。地方税と一緒に集めるとしたら行政機関頼みに

なり、それが進んで行ったら、集金を頼る代わりに放送に

口出しされ、国営放送に近づく心配があります。 

(51
(51(51
(51)

))
) NHK 改革私案  会長選出① 

「NHK 改革私案」の１つ目は会長の選び方です。なぜ

官邸の意向で会長が代々決まってくるのかというと、官邸

の意向を経営委員会につなぐ太いパイプがあるからで

す。安倍さんと親しい経済界出身の経営委員がパイプ役

になっている。この「悪しき役回り」を断ち切ることを考え

ないと NHK の会長選考の改革は一歩も進まないと思い

ます。もともと、財界出身の経営委員は出身母体と経営

委員の職責の間に利益相反があります。また、その経歴

から見てメディアとなじまない資質が拭えないと思いま

す。NHK の会長候補選びと、候補者から最終候補者を

選ぶ権限を切り離すことがポントだと思っています。 

 
  
 (52
(52(52
(52)

))
) NHK 改革私案  会長選出② 

現実味のあることとして、まずは放送に関連する団

体に候補者の推薦をしてもらう。それと並行して視聴

者から推薦を公募する。推薦にあたってはそれなりの

数の推薦者が条件。以上の候補者の中から経営委員

会が１人に絞る、その際、経営委員会は選考過程を議

事録にとどめ公表してもらう。こういう形で、一歩一歩

公選制に近づけていったらどうでしょうか。 

(53
(53(53
(53)

))
) NHK 改革私案  経営委員選出➀ 

経営委員を公選にするには放送法の改正が必要で

すから、道のりは険しい。しかし、「こういう案で行こう」と

いうものを持っておかないと弱いと思う。経営委員会の

外部に選考委員会を設ける。選考委員会のメンバー

は会長選考の場合と同様、団体推薦と視聴者からの

推薦とする。その選考委員会で候補者を揃えてもらう。

その中から 12 人の経営委員を選出。その際、団体推

薦の人を全体の３分の２ぐらいの割合で選ぶ。残りの３

分の１を視聴者推薦候補の中から選ぶということでどう

でしょうか。 

 

(50)マイナンバーを使うとしたら？ 

・転居先探しに使う（部分的な利用） 

 →所在不明者の現住所をNHKが行政に問い合わせ 

 →行政が個人番号を使って現所在地を調査 

 →判明したら NHKに通知 

・住民票に基づいて徴収（全面的な利用） 

 →NHK が徴収？ 個人番号を NHK が保有する？  

 →行政が市町村民税と一緒に徴収？ 

  税金とどう違う？ 行政機関に徴収を依存 

(51)NHK 改革私案  会長選出➀ 

・現状の問題点：経済界出身委員の悪しき役回り  

 ①会長選任に官邸の意向を持ち込む導管 

 ②出身母体との利益相反（税制・労働法制など） 

 ➂メディアとなじまない資質 ボルトとナット 

・改革のポイント（現行法でもできること） 

 ①経営委員会に一体化している候補者選考と補者

絞り込みを分離する 

  ②前者を切り離して公選を取り入れる 
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(54)NHK 改革私案  経営委員選出② 

➂信任投票 

 ・選考委員会が委嘱した選挙管理委員会が実施 

 ・選挙権者：全国の 9ブロックから人口比で無作為

に選んだ○○○人  

 ・候補者：テレビで所信表明放送  

 ・3 分の 2以上の信任を以て当選 

 

(55)国会同意人事を評価する意見の検討 ① 

上村達男「NHK の再生はどうすれば可能か」（『世界』

2015 年 6 月） 

・「国会同意人事とは、時々の政府の意向に左右され

てはならない独立性の強い人事・・・を言い、ＮＨ

Ｋ経営委員もこれに含まれる」（95 頁） 

・「安倍内閣になって以来、NHK 経営委員の人事は政

府任命人事と同視され・・・」（95 頁） 

 

(56)国会同意人事を評価する意見の検討 ② 

上村達男『NHK はなぜ、反知性主義に乗っ取られたの

か』2015 年 

 ・「NHK予算に対して国会が審議するのは、国会が公

益を代表して 1年に一回、NHK に対するガバナン

スの機能を果たしているのです。」（131頁） 

 ・「国会が関与しない間は、そうしたガバナンスの機

能は国会が同意した人物たちからなる経営委員会

に委ねられているのです。」（同、131頁） 

 

(57)国会同意人事を評価する意見の検討 ➂ 

・「言い換えると、NHK の放送・経営等に対するガバナ

ンス機能という点では、国会と経営委員会はその使

命を共有していると見ることができます。」 

・「国会が果たす役割・機能を、日常的に NHKの経営

に接することのできる経営委員会がその代替機能を

果たさなければなりません。」（以上、131頁） 

 

(56
(56(56
(56)

))
)(57
(57(57
(57)

))
) 国会同意人事を評価する意見の検討 

上村さんは『NHK はなぜ、反知性主義に乗っ取ら

れたのか』、という本の中で、「国会で NHK 予算を審

議することは国会が公益を代表して NHKに対するガ

バナンスの機能を果たしていることを意味する」、「国

会が休会中の場合は」ガバナンスの機能は経営委

員会に委ねられている」と記しています。ということは

「経営員会というのは、国会が関与するところを、そ

の代わりに国会から委ねられて NHK を管理・監督し

ているのだ」という見方です。経営委員会というの

は、国会と連携してNHKを管理・監督しているのだと

おっしゃっているわけです。そうなると、その経営委

員は国会が選ぶのはおかしなことでも何でもないこと

になると思うのです。 

 

(54
(54(54
(54)

))
) NHK 改革私案  経営委員選出② 

「開かれた選び方」としては、全国をいくつかのブロ

ックに分け、人口比で、世論調査の場合に準じて無

作為抽出した人達を投票者として３分の２以上の信任

が得られた候補者を選ぶという公選制にしてはどうで

しょうか。 

 
  
 (55
(55(55
(55)

))
) 国会同意人事を評価する意見の検討 ① 

経営委員は「国会で同意を得た人」となっている。私

は「それはやめよう」と言っているがそうでもない人もい

る。「国会同意人事でいい」と上村達男さんがずっと

おっしゃっています。「国会同意人事は政府の意向に

左右されてはならない、独立性の強い人事をしてい

る」「安倍内閣になってから「政府任命人事と同じにな

った」ということは「国会同意人事は政府任命人事と形

式のみならず実質も違う」とおっしゃっているのだと思

う。そうでしょうか？形式はたしかに違う。国会を通す

わけだから。しかし、「実質も政府の意向に左右されな

い人事になっている」と言われると私は疑問に思うわ

けです。 
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(58)国会同意人事を評価する意見の検討 ④ 

「特集ワイド：もう辞めるべきでは？ 籾井会長 

元ＮＨＫ経営委員、上村達男・早大教授の直言」（『毎

日新聞』2015 年 5月 26 日、夕刊） 

・「会長に問題があると思っていても、政権与党か

ら承認を受けて委員になった以上、〔会長〕罷免

までは踏み込めないと考えてもおかしくないで

しょう」 

 

(59)議院内閣制の下での国会同意人事 

・議員内閣制のもとでは、国会の最終意思＝政府・

与党の意思 

・総務省による経営委員候補者名簿の作成・提出 

・野党に候補者推薦権はない 

・国会同意人事：多数決原理による決定 

・国会＝国民の代表と捉えるのは素朴過ぎる 

・総務大臣による BPO 批判  

・菅官房長官「自民党政権だから、われわれの考

え方に近い人を選ぶのは当然」 

 

(58
(58(58
(58)

))
)(59
(59(59
(59)

))
) 
  
 国会同意人事を評価する意見の検討 

そこで、このような議論が行き着く先は何だろうと

考えました。これについて上村さんは、「会長に問題

があると思っていても、政権与党から承認を受けて

委員になった以上『会長罷免までは踏み込めない』

と考えてもおかしくないでしょ」と新聞のインタビュー

で答えています。これですと、罷免動議を出しても否

決されそうだからやめた、ではなくて、「出すのは

元々無理な話だった」と判断したことになります。しか

し、これでは、どんな会長を選んでも、選んだ後は

「辞めろ」とは言えないことになります。こういう筋書き

になるのなら、経営委員を国会が選んでいること自

体がどうなのかという問いに跳ね返るのではないでし

ょうか？今は国会で多数を占めた政党が内閣と行政

組織を作る議院内閣制です。この制度の下では、国

会の意思は政府与党の意思とならざるを得ません。

菅官房長官が「自民党政権なのだから、我々の考え

方に近い人を選ぶのは当然だ」と言ったのも、この延

長線上のことと思います。 
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(60)メディアに多数決原理はなじまない 

・メディア・教育・信仰等＝精神的自由が生命線 

・教育内容・人事への行政の介入を排除 

・「私たちキリスト者はそもそも国旗・国歌を『多

数決原理』によって決めることそのものに反対

です。」「思想・信教の自由は多数決原理になじ

まないからです。」（1999.8.9 日本バプテスト連

盟理事会） 

・権力を監視する報道機関の人事を監視される権力

が掌握するのは矛盾 

 

(61)NHK 予算の国会承認制の廃止 

・国会承認制は政治介入の温床 

・審議の実態は予算審議より、その他、何でもあり 

・予算審議も修正権のない質疑だけ 

・全理事参加の経営委員会による予算審議を充実し、 

 透明化する方がはるかに有益 

 ①報道機関への会議の公開 

 ②インターネット中継  ➂審議中のパブコメ実施 

 ④「経営委員と語る会」のテレビ中継 

 

(62)ネットアンケートの提案 ① 

質問１ 今、籾井会長が辞めたら、受信料の支払い 

   はどうなると思いますか？ 

 ①相当、上がる ②少し上がる ➂影響ない 

 ④少し下がる  ⑤相当、下がる⑥わからない 

質問２ （今、受信料を払っていない方へ） 

 ①辞めたら払う     ②辞めても払わない 

 ➂どちらともいえない  ④わからない 

 

(63)ネットアンケートの提案 ② 

質問３
質問３質問３
質問３ 与党などから呼び出しが来たり、番組への 

干渉発言があった時に NHKがこれらを拒否したら、

ＮＨＫに対するあなたの信頼は変わりますか？  

 ①大いによくなる   ②多少、よくなる 

 ➂変わらない     ④多少、悪くなる 

 ⑤大いに悪くなる   ⑥わからない  

 
  
 (60
(60(60
(60)

))
) メディアに多数決原理はなじまない 

メディアとか教育とか宗教、これは憲法の精神的自

由権の領域です。教育基本法では、行政は教育の内

容に介入してはならないというのが根本的な原理です。

それが戦後の憲法が大事にしてきた考え方です。NHK

のような言論を扱う世界に「多数だから」ということで、そ

の人の意志が反映されたら、メディアの使命をまっとう

できるでしょうか？ 言い換えると「権力を監視する報道

機関、その報道機関の人事を、メディアによって監視さ

れる側が選ぶ」というのは自己矛盾です。権力を監視

する側と監視される側は、分断されていないといけない

ということです、国会同意人事は究極的に多数決原理

です。そのような原理が支配する国会に経営委員の人

選を委ねる制度は廃止すべきだというのが私の考えで

す。 

(61
(61(61
(61)

))
) NHK予算の国会承認制の廃止 

ＮＨＫ予算と事業計画は国会に提出する前に経

営委員会で審議をし、議決をすることになっていま

す。その議決を経たものを総務大臣に提出して、総

務大臣が意見を付けて国会審議に付しているわけ

です。 

今の経営委員会については人選から改革が必要

です。さらに、予算審議を透明化する、経営委員会

そのものを報道機関に公開する、視聴者向けにはイ

ンターネット中継をやる、予算審議の途中で、パブ

リックコメントを求める。こういうことが必要だと

思います。そのうえで、ＮＨＫの全理事も出席した

経営委員会の審議でＮＨＫ予算が議決されたら、そ

れでよしとしてよいのではないでしょうか？総務

委員会で「予算」審議と言いますが、実態は何でも

ありとなっていて、事前の説明回りも含め、しばし

ば政治介入の場になっています。それなら、ＮＨＫ

予算は国会承認を経なくても、経営委員会の議決で

完結としてよいのではないかと思うのです。 

（以下、略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

醍醐聰さんの最近のご活躍の一端 

●「ＴＰＰの参加交渉からの即時脱退を求める大学

教員の会」の運動 

●ＮＨＫ籾井会長の罷免を求める運動 

●ＢＰＯへの「辺野古の米軍基地に関するＮＨＫの

報道の不公平と不作為を正すための審議を求め

る」運動 (4/20) 

●シンポジウム「戦後 70年：基地問題とジャーナ

リズム」開催（7/12） 

●「怒りのＮＨＫ包囲 1000人行動」（8/25）（11/7） 

●「安保関連法案の採択不存在の確認と法案審議の

続行を求める」運動（9/20） 
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会場からの質問 （NHK の罪と受信料義務化）

① ＮＨＫの受信契約は解約できますか？手続きの仕

方は？契約解除したら訴訟を起されますか？ 

醍醐 契約は自由なので解除できます。ただし、書面

で「解除します」と出したとしても NHKからは請求

書がきます。実態的に受信機を撤去したということが

確認されなければ NHKは解除とみなしません。書面

で申しいれたから解除できた、と思うのは間違いでそ

こは注意した方がいいです。 

 本気で解除したいと思うならテレビを撤去して「家

の中まで見て下さい」とは言わないまでも、実態を確

認してもらうことです。 

最近の相談があった例として、NHK が検知器で検

知して「携帯にワンセグがついているので受信料を払

え」と言われたが、本人は自分の携帯にワンセグ機能

がついていることを知らなかったので使っているこ

とはありえない。こういう場合はハッキリ申し立てる

ことだ。NHK に問い合わせたら、一定地域では検知

器で検知をしている、ということでした。 

  

②国会は民意を反映していないが、ＮＨＫも意見が通

らない。NHK を変えるために国民の多数の意見が寄

せられたら、一定の是正がなされるのか。資料を見る

と、NHKに寄せられる視聴者の声が余りにも少ない。

もっと、視聴者に働きかける必要があると思う。 

醍醐 NHK に視聴者の意見が通らないことはその通

り。９月だけでも５０００件くらいの意見が出されて

いるが、経営委員会では全く議論になっていない。た

だ、委員に報告用紙が回ってくるだけ。 

逆に、経営委員の長谷川三千子さんは「こうして意

見を言ってくる人はNHKに不満のある人が言ってく

るので、納得する人は言ってこない。この数字だけ見

てもわからない」とイヤミを言っています。 

 NHK もよくいう理屈で

す。よく見ると「厳しい意見」

の中には「安保賛成を報道し

ないのはけしからん」という

のも多くて、時々は「安保デ

モを報道しないのはけしか

らん」という人よりも多いの

です。こ

れを聞く

と私たち

も頑張ら

なくては、

と思うの

です。そこしか、私たちは NHKに意見する手立ては

ないのですから。私も家でニュースを見たら、すぐ電

話しています。電話代は相当かかっていますよ。 

   

③３０年前から受信料不払いをしていたが、２０年前

に転居の際に妻が支払をしてしまった。裁判で受信契

約を結んでいないケースで、NHK は「契約無効」で

敗訴したニュースを聞いたが、どうなるのでしょう。 

醍醐 受信料は５年以上は請求されないのであまり

負担に思わなくてもよいと思う。精神的に圧迫感があ

るなら５年以内ということで…。NHK は「とりあえ

ず１か月だけ支払いを」と言ってくる場合があるので、

気分的に楽にしたければその方法も。NHK の欠損金

はものすごく大きい。受信料支払率７５％というが､

その中には２か月前の分だけ払った人もおり、欠損金

が大きいのはそういう理由と思われる。 

 

④ 先日、メディアの幹部が安倍首相と会食していた

が以前からもあったのか。朝日新聞も最近政府批判が

弱くなっている。 

醍醐 以前からあったと思います。時の総理大臣から

食事に招かれたというのは「すごい栄誉だ」とプライ

ドになるのではないか。そういう人はジャーナリスト

ではない。その人たちが恥ずかしいという思いをする

ぐらい、もっと騒いでもいいことではないでしょうか。 

  

⑤NHK の年間予算は国会で決められると聞いたが、

国民は税金と受信料の二重払いになっているのでは

ないか。 

醍醐 今、受信料は税金からは払っていません。二重

払いというのは当たっていません。受信料義務化にな

れば、税金と同じような扱いになりますが。

 

会場からの質問・意見 

 

司会の朴 明子さん 
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12.6 
12.6 12.6 
12.6 集会

集会集会
集会アピール

アピールアピール
アピール  

ＮＨＫの受信料義務化に反対し、政権の
ＮＨＫの受信料義務化に反対し、政権のＮＨＫの受信料義務化に反対し、政権の
ＮＨＫの受信料義務化に反対し、政権の報道への

報道への報道への
報道への介入

介入介入
介入に抗議する

に抗議するに抗議する
に抗議する 

  
 

私たちは、本日、安保法案（戦争法案）の強行「採決」を報道面から広報支援した「NHK の罪と受信料義務化」を考

える講演会を行いました。 

総務省は、ＮＨＫ受信料の支払い義務化を盛り込んだ放送法改定の検討を始め、来年 6 月までに結論を出すと伝

えられています。インターネットでの番組配信や受信料徴収経費の削減になるなどの理由です。受信契約の有無に関

わらず全世帯からの徴収、マイナンバーの活用も提言されており、ＮＨＫの籾井会長は歓迎しています。 

マイナンバーは個人情報のすべてを政府が掌握し国民をコントロールするものです。すでに収賄や各地で配達ミス

などのトラブルが起きており、個人情報流出の恐れが大問題になっています。 

政府の受信料強制徴収により、NHK が経営されることになれば国営放送局になりかねません。義務化と抱き合わせ

で政府が放送をコントロール（政治介入）することは必至です。そうなればNHK は視聴者の意見に耳を傾ける必要がな

く､視聴者とは遮断される心配があります。そのような結果をもたらす受信料義務化に私たちは反対します。マイナンバ

ーを利用するなどもってのほかです。 

では、私たちは NHK にどう向き合うか、放送法改定の動きがある今こそ、NHK の体質を根本から改革しようという世

論を作ることが必要です。 日本の放送行政は、戦前も戦中も戦後も政府が管理し、「権力を監視すべきジャーナリズ

ム機関が国家から監視されるという矛盾」があります。この矛盾を解消しなければなりません。 

私たちは NHK 改革のために、放送法の改定について次のことが必要と考えます。 

●NHK の管理・監督を政府から独立した第三者機関（独立行政委員会）が行うこと、 

●経営委員と会長の選出方法を改め、ジャーナリズムの専門家・視聴者代表を入れること、運営では民主化と透明

化を図ること、 

●予算･決算の承認を国会ではなく、第三者機関が行なうことなどです。 

これらは現政権下では実現の見込みがないとしても、現放送法のもとでも会長選出の選挙管理委員会設置を求

めることはできると考えます。 

安倍政権になってから、マスコミへの不当な介入と圧力が強くなっています。 

自民党が選挙報道で在京テレビ局に圧力をかけたり、「マスコミをこらしめる」、「沖縄タイムス､琉球新報、毎日・朝日を

つぶせ」など暴言を吐いています。さらに 先月、安倍政権につながる右翼団体が、産経新聞と読売新聞に意見広告

を掲載し「ニュース２３」の岸井成格（しげただ）氏を個人攻撃しました。安倍政権が気に入らないジャーナリストや番組

を排斥する意図が明白です。 岸井成格氏への激励、ＴＢＳには「圧力に屈するな」と要請しましょう。 

来年 3 月の戦争法の施行が目前となり、さらに秘密保護法も施行、共謀罪まで検討されており、日本は「見ざる」「言

わざる」「聞かざる」の暗黒の世界に逆戻りさせられようとしています。一日も早い安倍政権の退場と新しい国民の政府

の誕生が望まれます。 

ＮＨＫは戦前から敗戦まで、国策宣伝機関として戦争世論を煽りつづけました。これに対し、この間、メディア批判が

起こらなかったことが草の根のファシズムを醸成したという苦い教訓をもっています。私たちは戦前・戦中の過ちから学

び、しっかりメディアを監視し、権力の報道への介入には機敏に声を上げていきましょう。 

2015 年 12月 6日 

第 35 回メディアを考えるつどい「ＮＨＫの罪と受信料義務化」 

講演会 参加者一同 

（岸井成格さん、ＴＢＳへの激励） 

＊ＴＢＳ （電話）０３－３７４６－６６６６ 

＊「ニュース２３」意見先 メールアドレス news23@best.tbs.co.jp 

＊手紙 ： 〒107―8066 東京都港区赤坂５－３－６「TBS「NES23」 岸井成格様 

 

アピールを提案する 

野上明美さん 



19 

  

 

お聞きした話を近所に広めたいと思います。 男 

 

資料に対して時間が足りないのでわからないこと

も多かった。ビデオメッセージ長すぎた。 

参加してよかった～！    女 

とてもわかりやすい講演内容でした。 

質問・意見の時間がもう少しあればと思いました。 

今、メデイアが大変萎縮しています。 

正確な報道をお願いしたいです。女 

  

１． 国会が小選挙区のため民意を反映していない

ことに大きな原因がある。 

２． 放送に民意を反映するため、メデイアに意見

を、＜NHKに一言 TELを＞ 

３． P.11（スライド 42、43）の数字にでているＮ

ＨＫへの声があまりにも小さい。 

男 北区 

 

よかったけれど、むつかしかった。（講演） 

集会アピール、とてもすばらしく、集会の締めく

くりとして納得しました。胸があつくなりました。 

           女 宝塚市 

高木聡子さんのアピールはよかったですね。

IWJ の HP の動画を見た時、うまく再生できなか

ったので、ここで動画が見れてよかったです。とこ

ろで、IWJ の岩上さんは現在体調不良とのことで

すが、兵庫の会でも招いて、話をきいてみたいです

ね。 

醍醐先生の話はわかりやすくよかったです。こ

の回の趣旨ではないですが、共通番号はよくよく学

習しなければならないことだと思います。 

先日、大阪でダブル選挙がありました。結果は

御存知のとおりです。ただ、その理由がよくわかり

ません。堺市長選で維新 VS 反維新の構図となっ

て、反維新が勝利しました。その後、岸和田、吹田、

寝屋川、八尾と反維新が勝利し、都構想の住民投票

でも反対派が勝利しました。この流れの中でダブル

選挙となって、こういう結果となりました。その潮

目が変わった理由がわかりません。どうも、小泉郵

政選挙の時と同じ感覚です。私は仕事をしています

ので、ワイドショーとかは見ませんが、私には聞こ

えないメッセージがなんらかの形でマスコミから

発信され、それが、この結果となったのでしょうか。

誰か解明できる方がおられたら、何かの機会にお願

いします。 男 ぷーさん 大阪 

 

◎ジャーナリズムと権力者、政府との分離の意義を

全国民に広める運動の根本的あり方をさらに深め

ていきたいものです。 

◎良い企画、兵庫・神戸の会に感謝します。 

男 京都府 

 

醍醐先生の話、今日も来てよかったと思いまし

た。 

権力の報道介入、統制ジャーナリズムの死が戦

争に直結していることを実感しました。 

男  

 

醍醐先生のお考えに全面的同感、とても勉強にな

りました。 

私も現在受信料払っていません。ただし、過去 5

年間（約 15年前）テレビがこわれた間も支払って

いました。NHKは国民の放送局であり、政府に介

入されたくないと思ったため、その後、新しい TV

を買ったあと、年金になり払っていません。 

集金に来た人に、籾井会長は安倍政権のいいなり

なので不適格やめさせてくれればその日から払う

といいますと、帰りました。あれから 3 年くらい

経ちます。 

ありがとうございました。 女 神戸市 

 

現在の NHK の政治・政局関係の報道に不公平が

あることに立腹します。公正・公平な報道を行うよ

うにするには、国民のレベルアップが必要だと思い

ます。そこに至るまで、批判をやり合う事が必要。 

     男 

○BPO 意見書について多少ふれていただけたらよ

かった。 

○NHK 支配からメデイア全体へ広げてきている権

力の動きに、市民運動化してきている現状と視聴者

運動の今日的役割がさらに重要になってきていると

思います。 

○企画、準備された「考える会」の皆さんありがと

うございました。     男 

 

 

浪本勝年共同代表のあいさつ 

感想文（一部） 


