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大震災が起きたのは 3 月 11 日でしたが、福島の人

は月命日（つき命日）の 11 日をとても大切にしてお

りまして、毎月 11 日になると、今でも福島県警が捜

索活動をしています。まだ見つかってない人が福島県

内だけで 900 人以上。ところが、昨年の 8月に川内原

発が再稼働されましたね。あれが 8月の 11日だった。

そのことに福島の人たちは深く傷ついたのです。 

希望の牧場 

この方はこの浪江町で牛を飼

っていた方です。今、原発の事

故の被害の損害賠償を求める

「生業（なりわい）訴訟」とい

う裁判をやっています。この方

も約4000人いる原告団の中の1

人です。ここで牛を飼っていましたが、牛を置いて逃

げざるを得ませんでした。戻って来られたのがその年

の 9月頃。帰ってきたら牛舎の中で牛が折り重なって

みんな飢え死にして死

んでいた、という話を伺

いました。この牛はまだ

生きていますけど、これ

は最近有名になった「希

望の牧場」という所です。

この牛たちも農水省は

「殺処分にしろ」と言っていますが、元の牧場主の方

たちが殺処分を拒否して、生かされています。この牛

たちは、種牛ですけど種牛として出荷することも許さ

れないし、食肉になることも許されないので、ここで

ただ生きているのです。「生きているんだから殺すこ

とはできないじゃないか」と言って守っている人たち

がこの被災地の中にいます。 

福島第二原発、また再稼働するのか 

富岡町というところに行ってみてびっくりしまし

た。 

桜並木がありまして、きれい

なところで有名だったところ

です。ところが今、ここもゴ

ーストタウンになりました。

福島第一原発に隣接する自治

体のところです。しかも、ここは周りの風景と全然違

います。海辺のすぐ近くなので、関東の葉山とか湘南、

逗子とか言われるのですが、住んでいるのは、ほとん

どが東京電力の人ばっ

かりで、あの辺の子ども

たちが東京電力に就職

できたらこれほど親孝

行なことはないと、あの

辺では大変なエリート

なんです。就職したらこ

こに家を買って住めるんです。町並みがピチーッと揃

って桜並木なんかあって、こういう高級住宅地に住め

るんです。この先に見える煙突のところが福島第二

原発。ここは爆発こそしませんでしたが、地震によ

って一時期は全電源喪失の危機に陥ったと聞いて

います。ここがもし爆発していたら、関東まで全部

やられたんじゃないかと言われています。 

福島県は県内にある原発をすべて廃炉にしよう

と、国と東電に求めています。第一原発については一

も二もなく「廃炉にします」となっていたんですが、

第二についてはこれを廃炉にするとは決して言いま

せん。何だかんだ言ってごまかす。恐らく東京電力は

この第二についてはもう一回使うということを考え

ています。福島の人にそれを言うと「そんなことある

わけねえべさ」と言うけど、「そんなことあるんだよ、

そりゃ」と言っているのですが…。 

戻ったのは元気なお年寄りだけ 

楢葉町は去年の 9 月に避難指示解除になりました。

「元の人は戻ってきてください」と田舎の商店街みた

いなのを作りました。当

時の商店とか医療施設

とか何もなくなってい

ましたから。なぜ無いの

かというと、隣の富岡町

に行ったら、そこには富

が集まっている。そこに

ショッピングセンターから病院から何でもあるんで

す。地理的にはすごい近くですから、周りの人たち

はそこへ行くんです。それで用が足りていました。

それが無くなったものだから、今度は自前で作らな

きゃいけない。もともと何もないところなので。街

が一生懸命頼んで、ここに一応、復興商店街とかい

って、元いたうどん屋さんなどに頼んで 3軒作りまし

た。結局、戻ってきているのは元の住民の 5.7％です。

それもほとんど子どもがいる家庭はない。みんなお年

「希望の牧場」 

 

富岡町桜並木 

富岡町から望む 

福島第二原発 

 

浪江町の牧場主 

 

楢葉町の復興商店街 
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寄りばかりでした。しかも、お年寄りの中では比較的

元気な人。車が運転できるお年寄り。車が運転できる

かどうかというのは、田舎では大きな差です。要する

に自立できるということです。そういうお年寄りが戻

ってきたわけです。 

福島市内の仮設住宅の集

会所では地元のコープの人

などが時々行って、お年寄り

たちを集めてゲームをした

りして楽しんでいるのです。

びっくりしたのが、ここにいた２０人全員が女性でし

た。しかも、みんな 80 歳前後です。その女性たちが

ほとんど 1人でこの仮設に入っている。もともとは大

家族を形成して、おばあちゃんと言われて暮らしてい

た人たちですが、子どもや孫たちは県外に出ていって、

結局ここに残ったのは高齢の女性たちです。来年、浪

江町の半分ぐらいは解除になると言われています。津

波で流された人たちも、東京電力からの補償を受けて

お金は持っているので、浪江町に帰って、もとの家を

補修して暮らすということは金銭的にはできないこ

とはないと思って、おばあちゃんに「そこに帰るのか」

と聞いてみました。「私が 1 人で帰って暮らすのに家

建て直してどうすんだよ。できれば私らずっとここに

いたいよ。あと何年生きるかわかんないし、ここでせ

っかくみんな友達になったんだし、ずっとここにいた

ほうがいいよ」と言っていました。そういう人たちが

最後に巻き添えとして残ってしまうという、ことでは

ないのでしょうか。 

美しい福島が切り捨てられる 

悲しみの大地に 

この写真に見える白い山手が吾妻連峰です。左に見

えるのが安達多良山です。福島はモモの産地で、モモ

畑がいっぱいあるんです。こんな風景がどこに行って

も見られる本当にきれ

いなところです。それが、

今まさに「切り捨てられ

る悲しみの大地」になっ

ているのです。 

   

こんにちは、森松明希子と申します。私は「原発賠

償関西訴訟」という訴訟団の代表もさせていただいて

います。福島県の郡山市から幼い 2人を連れて大阪府

に避難をしてきました。 

夫は今も 5年間、福島県の郡山市に住み続けています。

そこは強制避難区域ではなく自主避難地域ですが、私

たちが本当に必要としている国の補償や救済の制度

は、5年たっても確立されていません。 

たたかいの頼りは「憲法」 

「3.11」の東京電力福島第一原発の事故以

来、人権が侵害され続けていることを肌で

感じています。私は、憲法で保証されてい

る基本的人権の尊重、憲法 13 条の個人の

尊厳を回復するためのたたかいというこ

とで、集団訴訟に取り組んでいます。この

関西地方には、兵庫県だけでなく、大阪、

京都、奈良、滋賀、和歌山、そして北海道から九州、

沖縄まで全 47 都道府県に、今なお避難を続ける人、

放射線被ばくと向き合っている方々がたくさんいま

す。そういう人たちの被害を、国策で進められた原子

力発電所、大企業が起こした人災に対してきちんと訴

え裁判に取り組んでいます。 

子どもたちを放射能被ばくから守るため、たくさん

の人たちが避難をし続けています。5 年たっても帰れ

ません。上の子は 3 歳で連れてきました。

下は今、5 歳です。5年前は 0歳でした。

娘は、この 5年間、父親と一緒に生活する

という体験をしていません。よく、母子避

難で大変だねって言われますが、それでも

私は子どもたちが放射線被ばくと今、直面

しなくていい、より危険度の薄い選択を取

れているのなら、それはとてもありがたい

ことだと思っています。たまたま条件があ

 

特別発言：森松 明希子さん 
  
 原発賠償関西訴訟原告団代
原発賠償関西訴訟原告団代原発賠償関西訴訟原告団代
原発賠償関西訴訟原告団代表

表表
表 

仮設住宅の集会所 

 

吾妻連峰と桃園 

 

森松明希子さん 
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ったから、困難な中ではありますが、その方法を取る

ことができました。けれども、そうしたくても条件が

なくて避難できない人もいる。そのことを伝えたいの

です。私はたまたま頼っていく先やいろんな条件に恵

まれたから、福島を出ることができました。でも郡山

とか福島市は結構、放射線量が高いし、ホットスポッ

トも点在しますから、放射線被ばくに対して脆弱な子

どもは、出せる人は出したい地域です。けれども、条

件がなくてその被ばくと泣く泣く今も 5年間向き合い

続けているお母さんたちがいるということを、私は一

番よく知っています。私はこの 5年間、放射能のデー

タを毎日見ながら、郡山市に帰れるかどうかという生

活を送ってきました。 

私たち区域外から避難をしているものはマイノリ

ティ（少数派）になってしまいます。少数派になった

ときには、非常に声が上げづらい。放射線被ばくで 100

万人に 1 人しか出ないと言われていた甲状腺がんは、

今、100 人を越える人たちがのどを切っています。で

も国によって、それは「因果関係はない」と否定をさ

れています。例え少数派であっても、その声を聞くと

いうのが民主主義じゃないでしょうか。（会場拍手） 

言論が封じられないことが、民主主義の根幹だと思

うのです。メディアの方にはメディアの使命があると

思うので真実を報道してほしい。世間の人がそれを評

価したり方向を決めたりすると思う。原発の事故の影

響で、今なお 10 万人を越える人が日本全国に避難を

し続けている。帰れと言われても帰りたくないと声を

上げている。どうしてそんな声を上げてるのかという

ことに耳を傾けてほしいのです。 

私は結婚して福島に住むことになったんですが、福

島が平和憲法の故郷だったというのを知りませんで

した。きょうは坂本さんの話を聞いて、とても感慨深

いものを感じました。原子力に関する難しい法律がい

ろいろありますが、私はずっと考えて結局、憲法を盾

に戦うしかすべがないと思いました。国民の健康に生

きる権利、放射線被ばくから免れる権利が侵害されて

いるから、頼るべきところは憲法だと思うのです。 

質問 2 年間福島を通る平和行進に参加。酪農家の菅

野重清さんが震災 3 カ月後に自殺。「原発さえなけれ

ば」という言葉を残して。その裁判について教えてい

ただきたい。 

坂本 裁判は東京電力が負けて慰謝料を払うことに

なった。福島県の震災関連死は 2000 人を超えた。関

連死は避難生活中の病死や自殺した人たちの数。他県

と比べて福島県は圧倒的に多いのは原発関連死だ。高

市早苗さんが「原発で死んだ人は 1人もいない」と言

ったがあの人は何も知らない。 

質問  3 月 5日に福島に行ってくる。請戸小学校、

鈴木安蔵先生のお家も行きたい。政府は年間 1ミリシ

ーベルトを 20 に上げた。問題は高さ 1 メーターの空

間線量で表記していて、実際は 50センチとか 10セン

チとか、地表とか溝が高い。それでも帰すという。 

坂本 年間の計算の仕方は曖昧。本当は単純に 365

×24 とすると 8760 時間、それを毎時の線量にかけれ

ば、年間の数字になる。国は 1日を 8時間とか、16時

間で計算すると言っている。数字の話をし始めると、

逆にわなにはまるので慎重に考えないといけない。 

質問 鈴木安蔵さんの憲法草案の「抵抗権」とは、

どういうことか。オリンピック招致で安倍が「コント

ロールされてる」と世界に向かってうそついてオリン

ピックを引っ張ってきた。オリンピック反対とはっき

り言うべき。 

坂本 「抵抗権」、彼の書いた草案の中には「革命

権」が入っていた。明治維新自体が一つの革命だった。

明治の頃は革命は相当現実感があったのではないか。

「憲法研究会」は全会一致を原則としたので取り入れ

ることができなかった、お弟子さんの金子先生からお

聞きしたことがある。 

意見と質問 僕も福島原発の告訴団の一員だ。警

察が強制起訴を出したけど、東京に転送して、東京審

査会第 2回の審査で強制起訴になった。関西に避難し

ている方も、福島の人の「参加したいけどできない」

という方の感情もお聞きしたい。 

森松 何人かは原発賠償やりながら告訴団にも入

っている。民事と刑事という違いはあるが、福島の中

で武藤類子さんはじめとする告訴団で声を上げてい

る方や弁護団の先生もがんばっている。民事で戦って

いる人たちは損害を提示して裁判を進める。私たちは

区域外避難者が多いので、子ども連れ世帯が多い。被

害は目に見えない部分がいっぱいある。 

質問 天皇制度と引き換えに9条を作ったという説

を学んだことがある。 

坂本 当時マッカーサーは日本が赤化するのが怖

いということで、天皇制を残したかった。鈴木安蔵さ

んが作った草案にも天皇制は残すと書いてある。それ

がマッカーサーの思惑とちょうどうまく合致したと

言われている。 

意見  毎月第1金曜日に関西電力の新三田営業所で

デモ行進を 4年近くやっている。雨の日こそ行かなあ
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かんと、毎月続けている。第 5福竜丸の被ばくのあと

アメリカから 200億円提示されて、もうこれ以上は何

も言いませんと、国が手を打った。歴代の政府が安全

神話を流し、川内原発やら高浜原発を動かしている、

この政府に対して何とかやらないと大変だと思う。風

評被害で迷惑こうむる農家もあるが、計り知れない被

害をもたらす原発を絶対に動かさないのが普通じゃ

ないかと思う。 

意見・質問  鈴木安蔵さんは、映画『日本の青空』

を見て、憲法の原案が日本人の手にあったと知った。

東京新聞に深く敬意を表す。復興指針が閣議決定され

たと。これは国会論戦に持ち込まれるべきものなのか。

抵抗することができるのか。 

坂本 森林除染もやめると言ったが、猛烈に抗議を

して、今少し揺れ動いている。 

意見 「切り捨てられる福島県は平和憲法の故郷

だった」というタイトルは、タイムリーだ。今年の夏

に自民党政権が勝つと、憲法改正の恐れが出てきた。

憲法を作り変えてしまえば、国民の権利を制限するこ

とが可能になってくるという狙いではないか。 

坂本 基本的にはアメリカの意向のとおり動いて

いる、「自分のところの戦争を少しは手伝えよ、お前

らも」と、そういう話だと思う。 

森松 憲法は自分がよりどころにしているもの。

「3.11」以降に、権力は乱用もするし暴走もするのを

目撃してきた。憲法は縛られる側の権力者が、縛られ

たくないから自分で緩めるというのが憲法改正。憲法

をわかってない人が憲法の改正をしたがっている。 

 

 

鈴木憲法草案の一部 

憲法草案要綱 憲法研究会案 

（参考） 

憲法草案要綱 

憲法研究会案 

高野岩三郎､馬場恒吾、杉森孝次郎、森戸辰男、岩淵辰雄、室伏高信、鈴木安蔵 

根本原則（統治権） 

一、日本国ノ統治権ハ国民ヨリ発ス 

一、天皇は国政ヲ親ラセス国政ノ一切ノ最高責任者ハ内閣トス 

一、天皇ハ国民ノ委任ニヨリ専ラ国家的儀礼ヲ司ル 

一、天皇ノ即位ハ議会ノ承認ヲ経ルモノトス 

一、摂生ヲ置クハ議会ノ議決ニヨル 

 

国民権利義務 

一、国民ハ法律ノ前ニ平等ニシテ出生又ハ身分ニ基ク一切ノ差別ハ之ヲ廃止ス 

一、爵位勲章其ノ他ノ栄典ハ総テ廃止ス 

一、国民ノ言論学術芸術宗教ノ自由ニ妨ケル如何ナル法令ヲモ発布スルヲ得ス 

一、国民ハ拷問ヲ加ラレルコトナシ 

一、国民ハ国民請願国民発案及国民表決ノ権利ヲ有ス 

一．国民ハ労働ノ義務を有ス 

一、国民ハ労働ニ従事シ其ノ労働ニ対シテ報酬ヲ受クル権利ヲ有ス 

一、国民ハ健康ニシテ文化的水準ノ生活ヲ営ム権利ヲ有ス 

一、国民ハ休息ノ権利ヲ有ス国家ハ最高八時間労働ノ実施勤労者ニ対スル有給休暇制 

  療養所社交教育機関ノ完備ヲナスヘシ 

一、国民ハ老年疾病其ノ他ノ事情ニヨリ労働不能ニ陥リタル場合生活ヲ保障サル権利ヲ有ス 

一、男女ハ公的並私的ニ完全ニ平等ノ権利ヲ享有ス 

一、民族人種ニヨル差別を禁ス 

一、国民ハ民主主義並平和思想ニ基ク人格完成社会道徳確立諸民族と協同ニ努ムルノ義務ヲ有ス 

 

議会 

一、議会ハ立法権ヲ掌握ス法律ヲ議決シテ歳入及歳出予算ヲ承認シ行政ニ関スル準則ヲ定メ及其ノ執

行ヲ監督ス条約ニシテ立法事項ニ関スルモノハ其ノ承認ヲ得ルヲ要ス 

一、議会ハ二院ヨリ成ル 

一、第一院ハ全国一区ノ大選挙区制ニヨリ満二十歳以上ノ男女平等直接秘密選挙 
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参加者の感想文「切り捨てられる福島は平和憲法の故郷だった」 2016.2．21 

 

来てよかったとつくづく思った。特に福島からのマ

マの訴訟団の代表の話は一つ一つが身につまされメ

ディアの報道では知らされていない生の声を聴くこ

とができた。 

安倍のお友達だけで大臣に起用され厚顔無恥の発

言してもさして大問題にしない。マスコミも一時

いっとき

の

報道のみ。野党の結束が弱いが故なのかどうか〝一

強”の怖さを国民はもっと実感して発言するべきだ。 

安倍の世論調査でいつも支持率が 45％前後とは不

思議でならない。国民はだまされている。政権の巧

妙な（有利な）ムードに煙に巻かれているようだ。

こういう集会でもっと広げていく必要を感じた。 

わかりやすかった 

鈴木安蔵の憲法草案について高知県の自由民権

運動と合わせて以前、NHK ドキュメントで放映され

たものを見ました。昨年、安倍の戦争法案につい

て勉強会で学ぶ時にも鈴木安蔵のことを知ったの

で詳しく知りたいと思い参加しました。 

明治新政府に抗して最後まで戦った会津の人た

ちの流れが江戸の昔、もっと以前からあったので

しょうか。ＮＨＫ大河ドラマ『八重の桜』が思い

出されます。 

非常によかった 

平和憲法の故郷が南相馬市小高区にあり、その源

泉が自由民権運動であったということを改めて知る

ことができた大変うれしく思っています。3 月 5 日

に福島市―川又町―飯館村―南相馬市小高区―浪江

町請戸などに行って実態を見てきます。併せて生業

訴訟の原告団長の話を聞いてきます。地元の人の意

見をよく聞くことが最も大事なことだと考えてこれ

からも福島に行きます。今までもほぼ毎年福島に行

っています。 

それと東京新聞をはじめ本当のことを伝えるメデ

ィアと本当のことを伝えない産経新聞、読売新聞な

どのメディアもよく調べて、何が本当かをよく調べ

て周りの人々に伝えていこうと考えています。 

とにかく権力に騙されてはならないと確信してい

ます。そのためにやることをやっていきます。 

よかった 

・鈴木安蔵氏のエピソードは面白かったし、若者

に聞かせたいお話でした。 

・治安維持法の恐怖、安倍さんはこの復活を狙っ

ているし、現に今自衛隊員がデモ団体の行進中

の写真を撮っている現実、恐ろしいことです。 

・日本国憲法の成立までの由来を知れば『アメリ

カに押し付けられたものではない』ことがはっ

きりする。 

・「抵抗権」なんて素晴らしい思想があった明治時

代の自由民権運動を私たちは改めて学ぶべきで

はないか。 

よかった 

避難している森松さんの声を聴けて本当によかっ

た。この声をもっとたくさんの人に聞いてほしいと

思います。一日本人として声をあげ続けたいと思う。

憲法のことを考えるきっかけになりました。国民

一人一人が考えるようにならなければいけない。 

・福島のことが具体的に話されてわかりやすかったで

す。 

・福島の方々が月命日に思い入れされていることに感

銘を受けました。 

NＨK の報道のあり方に危機を感じ仕事の合間

をぬって参加できる日にはお話を伺うようにして

います。まだ線量の高い地域の撮影は命を削って

の行動であり、とてもメディアでは報道されるこ

とがない写真を見ることによって福島の問題を終

わったものにしようとする政府に改めて怒りを感

じます。 

福島原発事故の深刻な影響を改めて気づかさ

れました。人災（国の原発政策）に対する反省と

それを直す哲学が現政権に全くない。想像力が欠

けている。国民は自覚する時だ。 

メディア（NHK・読売・日経）の責任は大。

東京新聞、毎日新聞、朝日新聞は責任ある報道を

願いたいと思っている。 

１．メディアが伝えない福島の現状を直接話が聞けま

したが、改めて現政府の取り組みの冷淡さに強い

憤りを感じます。 

２．国と地方の関係で特に沖縄と福島が共通した問題

を抱えている。国は沖縄、福島以外の国民との分

断を意図しているように思う。メディアも及び腰

の状態。市民運動も休むことはできない。 

坂本さん、森松さんの話はとても奥が深いものがあ

りました。このような集会を今後もぜひ継続して企画

をお願いします。メディアの報道萎縮を大変心配して

います。 

原発にせよ、憲法草案にせよ、あるものをなかっ

たことにする政府、東電を許せない。 

とても心に響く良い集会でした。勇気づけられました。 
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総務大臣 高市早苗 様 

NHK 問題を考える会(兵庫) 

（高市大臣の発言紹介 省略） 

高市早苗大臣は、電波停止処分は放送法第４条の

「政治的に公平であること」に違反する場合だとして

います。しかし、多くのメディア研究者は、この規定

は放送事業者の自律的な倫理規定だと述べています。 

また､放送法はその目的を､不偏不党・表現の自由を確保することとしています。これは、特

定勢力の不当な介入を排除する目的であり、同法第３条が「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、または規律され得ることがない」と規定してい

ることからも明らかです。 

したがって総務大臣が放送法第４条を根拠に放送局に対して行政指導を行い、電波法の規定

まで持ち出して放送番組に介入しようとするのは、放送局に対する威嚇・恫喝と言える不当な

発言です。憲法２１条が保障する言論。表現の自由を全く無視した放送法の「高市解釈」は決

して容認できません。 

このような発言を繰り返す高市大臣は、憲法尊重義務（第９９条）に違反しはなはだ不適格で

あり大臣を即時辞任するよう要求します。 

「政権がメディアを監視する」高市総務相の電波停止発言 

 

NHK 問題を考える会(兵庫) 

 

 

２月８日、９日 

衆院予算委で答弁する 

高市総務相 

 

政治的に公平

でない番組を繰

り返した場合､

時の総務大臣の

判断で放送局

に、放送法第４

条を理由に電波

停止命じること

もある 

NHK 会長 籾井勝人 様 

NHK 神戸放送局局長 槙山淳様 

NHK 問題を考える会（兵庫） 

（前文 略） 

 総務大臣が、放送法４条を根拠に放送局に対して行政指導を行い、「電波停止ができる」と

した発言は、放送局に対する威嚇・恫喝と言える不当な発言です。憲法２１条を全く無視した

放送法の「高市解釈」は決して容認できません。 

NHKは高市発言を批判するのでなく、逆に政府側の見解を擁護するかのような報道を行い、

問題の本質を明らかにしていません。NHK の報道姿勢に強く抗議し、放送法に基づいた報道

姿勢を貫くよう要望します。 

そこで、次の二点について NHK の見解を表明するよう求めます。 

１ NHK として、また NHK 神戸放送局として、一連の高市大臣の発言をどのように考えてい

るのか。 

２ NHK として、また NHK 神戸放送局として、本件について今後どのように対処しようとし

ているのか。 

  ３月８日までに連絡先までご回答ください。→（３月１８日現在回答なし） 

 

 

（骨子） 

（骨子） 
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高市総務相 放送局「停波」発言 

 ２月２９日  東京千代田区内 

 

記者会見する 鳥越俊太郎さん、田原総一朗さん、毎日新聞の岸井成格・特別編集委員、 

金平茂紀さん、大谷昭宏さん、青木理さん 
  
 

声明     （要旨）  

高市総務大臣の「電波停止」発言は憲法および放送法に反している。 

今年の 2 月 8 日と 9 日、高市早苗大臣が、国会の衆議院予算委員会において放送局が政治的

公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法 4 条違反を理由に､電波法 76 条に基

づいて電波停止を命じる可能性について言及した。誰が判断するのかについては、同月 23

日の答弁で「総務大臣が最終的に判断する」と明言している。 

私たちはこの発言に驚き、そして怒っている。そもそも公共放送にあずかる放送局の電波

は、国民のものであって、所管する省庁のものではない。所管大臣の「判断」で電波停止な

どという行政処分が可能であるという認識は、放送法（第一条）の精神に著しく反するもの

である。さらには、放送法にうたわれている「放送による表現の自由」は、憲法 21 条「集

会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」の条文に支えられて

いるものだ。 

放送法第 4 条の規定は、多くのメディア法学者のあいだでは、放送事業者が自らを律する

「倫理規定」とするのが通例である。放送法成立時の経緯を少しでも研究すると、この法律

が、戦争時の苦い経験を踏まえた放送番組への政府の干渉の排除、放送の自由独立の確保が

強く企図されていたことがわかる。 

 現在のテレビ報道を取り巻く環境が著しく「息苦しさ」を増していないか。私たち自身も

それがなぜなのかを自らに問い続けている。自主規制、忖度、萎縮が放送現場の「内部から」

広がることになっては、危機は一層深刻である。   私たちが、今日ここに集い、意思表

示をする理由の強い一端もそこにある。 

2 月 29 日  

青木理、大谷昭宏、金平茂紀、岸井成格、田勢康弘、田原総一朗、鳥越俊太郎 

団体の抗議文ぞくぞく 

＜高市総務相あて＞ 

・抗議し発言の撤回を求める   日本民間放送労働組合連合会(2/10)  

・抗議し辞職を求める   放送を語る会 日本ジャーナリスト会議(2/12)  

・抗議し辞職を求める    「NHK を監視・激励する視聴者コミュニティー(2/14) 

・抗議し辞職を求める      NHK 問題を考える会(兵庫) (2/19) 

・抗議し発言の撤回を求める   民放労連関東地方連合会(2/22) 

・抗議し辞職を求める   NHK 問題滋賀連絡会(２/28) 

＜NHK 会長あて＞ 

・高市発言の見解表明を求める  NHK 問題を考える会(兵庫) (2/19) 

・高市発言の見解表明を求める  NHK 問題を考える奈良の会(2/22)  

・政府からの自立を求める    NHK を考える福岡の会(2/25)  

 

英紙エコノミスト  

日本のキャスター追放 

について報道 
  
 


