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「日本を守る国民会議」の中心メンバーは「生長の家」出身者 

「日本を守る国民会議」の中心メンバーは、ほとんど

が「生長の家」の出身者で、60年代から 70年代の右翼

民族派学生運動の中心活動家です。1966年に「生長の家

学生会全国連絡会」が作られました。委員長は高橋史朗

と言って、有名な髭もじゃの学者です。それから 1969

年に右翼民族派の全学連といわれる「全国学生協議会連

合」という「全国学協」が結成され、初代委員長は鈴木

邦男さんです。彼は 3カ月ぐらいで書記長と意見が合わ

なくて辞めてしまい、そのあと生長の家も辞めて、今は

「一水会」の顧問をやっています。運動の中心になって

いたのが椛島有三さんです。彼は長崎大学出身です。当

時、長崎大学は社青同解放派という人たちバリケードを

作って、学園封鎖をやっていたのです。それを、椛島さ

んと安藤巌さんが指導して、右翼学生を集めて、そのバ

リケードを解除するわけです。これが、「右翼が左翼に

勝った」ということで、全国的に有名になって、この運

動が全国に広がっていった。そういう中で「全国学協」

が作られていったのです。この頃の学生運動の仲間は、

今、首相補佐官をやっている衛藤晟一さん。この人は大

分大学と別府大学で活躍をしていました。それから、伊

藤哲夫さんで、今、「日本政策研究センター」の代表で、

安倍晋三さんの筆頭ブレーンと言われている人です。そ

れから、日本会議の事務局長をしている松村俊明さんと

か、日大の教授の百地章さんとか、「日本教育再生機構」

の常務理事をやっている宮崎正治、もと「つくる会」の

事務局長です。こういう人たちが当時の学生運動の中心

メンバー。それが今そっくり「日本会議」の事務局など

を担って活躍しているのです。 

日本会議は３８，０００人、フロント組織も多数 

「日本会議」は、今、3万 8000人と公表されています。

この前、朝日新聞が、記事を写真入りで紹介しました。

その記事の中で、メディアが日本会議をとりあげたおか

げで、日本会議の会員が増えていると書いています。だ

から、3万 8000人以上になっているのではないかと思い

ますが、私はその数字が発表される前に 10万以上いるの

ではないかと思っていました。なぜかというと、たくさ

んのフロント組織を持っているからです。日本会議の会

員じゃなく、その周りで活動をしている人たちが一定数

いるのです。それをフロント組織と呼んでいます。 

日本女性の会「憲法おしゃべりカフェ」 

一つは、何よりも「日本女性の会」です。これは全国

に組織があります。2001年に設立され、初代会長は安西

愛子さんです。今は小野田寛郎さん（1974年にルパング

島から帰還した兵士）の連れあいの小野田町枝さんが会

長をしています。この「日本女性の会」が今、特に女性

の中に憲法改正世論を広げるということで、支部と一体

となって、女性の「憲法おしゃべりカフェ」を各地でや

っています。この兵庫でもやっていますが、いろんなチ

ラシなども作られています。ブックレット「女子の集ま

る憲法おしゃべりカフェ」と、漫画『女子の集まる憲法

おしゃべりカフェ』との２種類

が出ています。これをどんどん

広げながら憲法改正世論を作り

ましょう。ということで、この

本は、まとめて買うと、10冊以

上だったら 480円、100冊以上だ

ったら 420円で販売するという

活動をしています。

日本青年協議会 青年教師の組織化（全日教連） 

「日本青年協議会」があります。代表は、「日本会議」

事務総長の椛島さんです。1972年にできた組織です。当

時、「日本会議」はなかったので、別々に運動をしてい

た。中心は椛島さん、衛藤さん、高橋史朗さんです。当

時の『右翼・民族派事典』いうのにちゃんと名前が出て

いて、綱領を見ると、「日本国憲法を破棄して、大日本

帝国憲法体制に原点回帰する。そして天皇中心の国に日

本をする」という方針を掲げています。そのために青年

教師、教育系の学生を組織化するとうたっています。そ

して、日本青年協議会によって一定の若い教員や、教員

をめざす教育系の学生が日本青年協議会に組織化されて

いった。それが今でも残っているのがいくつかの県にあ

ります。栃木県、山口県、愛媛県、福岡県、佐賀県には

「全日本教職員連盟」（全日教連）という日教組に対抗
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する右翼的な教職員の組織があります。安倍政権より以

前は、文科省が作るいろんな審議会には、教職員の代表

は日教組から出ていました。ところが、安倍政権になっ

て日教組からは教員の代表は出ません。この全日本教職

員連盟から出るのです。安倍さんがやっている「日本教

育再生実行会議」のメンバーには、八木秀次（日本教育

再生機構理事長）や、この「全日教連」の代表が入って

います。日教組や全教の代表は入っていないです。こう

いう組織が今、言ったような県などで大きな影響力を持

っている。そこでは日教組・全教よりも組織率が高い、

状況にある。それから「『21世紀の日本と憲法』有識者

懇談会」（「民間教育憲法臨調」）というのが作られて

います。毎年 5月 3日や、11月 3日に憲法集会を開催し

ています。この会の代表は櫻井よしこさん。それから「美

しい日本の憲法をつくる国民の会」。こういうさまざま

なフロント組織が活動をしています。 

「日本会議国会議員懇談会」が発足 

「日本会議国会議員懇談会」は日本会議と議員が連携

して活動するところに、非常に大きな意味があります。

これまでは、時限立法的に右翼組織と手を携える「議員

連盟」はできていたのですが、右翼組織と、国会議員の

議員連盟がタイアップする、恒常的な組織ができたのは、

これが初めてです。その前に「神道議連」というのもあ

った。ただ、「神道議連」は、今の「日本会議議連」の

ような日常活動はあんまりやっていません。もともと神

社本庁の政治組織が「神道政治連盟」ですから、その活

動は大部分が日本会議に合流しました。「日本会議」と

「日本会議国会議員懇談会」の関係ができたことが、日

本会議が 90年代後半以降、日本の政治を動かしていく上

での重要な関係となったのです。 

彼らがやってきたこと…元号法制化…国旗国歌法・教育基本法改悪など、など

彼らがやってきたことは、元号法制化、政府主催の天

皇奉祝行事による実績、女系女性天皇容認の皇室典範改

正阻止、99年の国旗国歌法制定などです。また、中学教

科書から「慰安婦」記述を削除する運動、これも日本会

議が地方議会に請願や陳情を出す中で実現していきまし

た。さらに 2006年、第 1次安倍政権のときに、教育基本

法の改正、憲法と一体として作られていた 1947年の「教

育基本法」を葬り去りました。同じ「教育基本法」とい

う名前ですが、180度全く違う内容の法律を作りました。

これをやるために、2005年に東京の日比谷公会堂で大集

会を開催しました。全国で署名を展開して、「教育基本

法改正を求める署名」が日比谷公会堂の壇上にはうず高

く積まれていました。そして、全国から二千数百人の人

たちが集まってきました。地方からバスで来るのです。

その動員の大部分は神社です。神社本庁が金と組織動員

をかけて集めました。こういう中で教育基本法の改悪が

行われたのです。「選択的夫婦別姓法案」については、

「これは家族を解体する、日本の伝統文化を解体する」

ということで、一貫して日本会議が反対してきて、いま

だ実現しないし、最高裁も合憲判決を出す状況になって

います。それから、外国人地方参政権法案の阻止。教科

書検定制度の改悪、教科書の国家統制強化、道徳の教科

化の実現、靖国神社参拝運動、領土問題などなど、さま

ざまなことを「日本会議」、「日本会議議連」が連携し

てやってきました。 

９０年代後半から「日本会議」による社会への悪影響が広がる 

道徳の副教材「心のノート」の押しつけも 

政府は 2002年に小中学生用に『心のノート』という、

道徳を押しつける副教材を作りました。これは、「日本

会議」が要求をして、それを「日本会議議連」のメンバ

ーが国会で質問をして、当時、文部大臣であった「日本

会議議連」の中曽根弘文さんが約束をして予算化したの

です。ですから、2001年 3月の「日本会議」の総会のと

きに、「わが会の要求で政府は『心のノート』という道

徳の教科書を作ることになった」と、成果として誇って

いるのです。こういうのは、いろんなケースであります。

そういう意味でこの90年代後半から2000年代にかけて、

日本会議によって日本の政治、社会、文化、教育にさま

ざまなかたちで悪影響といいますか、ジャックされる状

況が生まれています。 

安倍のメッセージ「憲法改正に向けてしっかりと橋はかかった」 

「日本会議」は今、悲願とする憲法改正、「戦争する 国」に向けた活動に全力を挙げています。これについて
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は、先日の参議院選挙で改憲勢力、自民党、公明党が伸

びた。非改選議員等を含めて、参議院でも改憲勢力が 3

分の 2を超えたということで、『日本の息吹』の 9月号

では、「まさに今絶好のチャンスだ」といい、「改憲勢

力 3分の 2の確保―憲法改正、国会発議可能に」「参院

選、与党圧勝。新たなステージへ」という記事を出して

います。そして、安倍さんの「（憲法改正に向けて）し

っかりと橋はかかった」という言葉を載せています。そ

れから天皇崇拝運動、教育、教科書問題、夫婦別姓反対、

外国人参政権反対、「慰安婦」問題などの歴史問題、領

土問題、靖国神社、3年前の 8月 15日には「靖国神社 20

万人参拝運動」で、二十数万人を動員し、かなりの若者

がそこに参加したという運動を展開しています。 

私がしゃべりきれなかったことはぜひ、私の書いた本

を読んでいただくよう、『日本会議の全貌』をおすすめ

したいと思います。今、日本会議関係の本は、私の本を

入れて 7冊出ています。この中で資料が一番豊富なのは

この私の本です（笑）。 

私は日本会議が生まれる前の「日本を守る国民会議」

の頃からずっとウォッチングしていたので、たくさん資

料があるのです。それを今回かなり駆使して作りました。

資料的にはこれが一番豊富だと思います。 

音楽界の最大の右翼 すぎやまこういち 

小林緑さんから、音楽界も右翼化の話

がありましたけど、今、日本の現役の音

楽家で、最大の右翼はすぎやま

・ ・ ・ ・

こういち

・ ・ ・ ・

です。彼は「日本会議」のメンバーです。

そして、代表呼びかけ人にもなっていま

すし、「ワシントンポスト」に櫻井よし

こさんと一緒になって何人かで「慰安

婦」は売春婦だったという意見広告を出しました。それ

から、2012年 11月には安倍さんも、自民党総裁になっ

たあとで、「慰安婦」問題で意見広告に名前を出したの

です。「スターレッジャー」というアメリカのニュージ

ャージー州の地元紙に。このときの中心発起人が、この

すぎやま

・ ・ ・ ・

こういち

・ ・ ・ ・

、櫻井よしこです。 

櫻井よしこさんはウソつき

質問とは違うのですが、櫻井よしこさんという人は、

右翼の中心になっていて、「美しい日本の憲法をつくる

国民の会」の代表でもあるし、彼らはＤＶＤ「世界は変

わった 日本の憲法は？～憲法改正の国民的議論を～」

という映像も作っています。これを作ったのが、もと

NHK 経営委員だった百田尚樹さんです。百田さんが制作

総指揮、監修が櫻井よしこさんと百地章さん、ナレーシ

ョンが津川雅彦さんです。これを見ると、いま憲法改正

をしなければいけないわけがわかるというものです。各

地でこの映画を上映して、講師がしゃべるということが

展開されています。ところで、櫻井よしこさんというの

は、本当に嘘（うそ）つきなのです。彼女は、96年に横

浜市の教育委員会に、教師の研修の講師として招かれて

行ったのです。ところが、与えられたテーマからそれて

『慰安婦』問題をしゃべり始めるわけです。「『慰安婦』

問題というのは、あれは日本には何の責任もないのだと

言うわけです。「私はよく知っています。私の父や母の

世代のよき日本人が、あんなことをするはずがない。私

の血がそういうふうに言っています。」（一同 笑）血

ですよ。「私の血がそういうふうに言っています」そう

言ったのです。そのうえで、「実はこの問題では福島瑞

穂さんとも話をしました。」福島さんは「慰安婦」問題

の裁判の弁護側に入っていました。「あなた、こんな裁

判やっているけど、もっと勉強しなさいよ。秦郁彦さん

の本とか読んで、もっと勉強しなさいよ」と言ったとい

うのです。「福島瑞穂が、まあ、考えとくわと答えた」

という話をしたのです。これ、全くの作り話なのです。

福島瑞穂はそのあと雑誌に書いています。そんな話は一

度もしたことない。ところが、そんなことをやったため

に、神奈川県内では市民組織が、これを大問題にして、

そのあと、あと 2カ所、神奈川で予定されていた地方自

治体が主催する櫻井よしこさんの講演が中止になったの

です。そしたら、言論弾圧を受けたといって、朝日新聞

に彼女は書いたのです。それまで櫻井よしこさんはそん

なに有名じゃなかった。ここから彼女は「言論弾圧と戦

う女性ジャーナリスト」ということで、右翼の中で一挙

にもてはやされて、今のような地位を確立していくわけ

です。嘘つきから始まったのです。こういう人を日本の

憲法を変える運動の中心に私たちは置いておくわけにい

かないと思うのです。そのことを私は、もっと皆さんに

広めてほしいと思っています。あえて、そういう話をし

ました。

小林 緑さん 
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質問に応えて 

「日本会議」の弱点は何か？ 対米従属には？

『日本会議の全貌』や『日本会議の正体』を読みまし

た。彼らを侮ってはいけないと実感しました。ただ、こ

れらの本には彼らの決定的な弱点が示されていません。

憲法改正を唱えていますが、彼らの弱点とは何でしょう

か。対米従属についての言及がありません、どう考えて

いるのでしょうか。 

 

俵 確かにこの本では、今、質問にあったような日本会

議の弱点とかについては、書くスペースがなくなったの

で、書いてありません。実は、同じ出版社から続編を書

いてくれと頼まれて引き受けましたので、そこでは書き

たいと思っています。「弱点は何か」というと、基本的

には安倍政権と同じなのですが、国民の本当の願いとか

要求と相いれないということです。彼らがやっているこ

とは、日本を戦争する国にするということと、グローバ

ル企業のための利益をもたらす。そういう日本社会を作

るということ、そして、安倍さんはあまりはっきり言わ

ないかもしれませんが、極めて復古的なことを彼らは言

っています。天皇の問題についても、恐らく天皇は迷惑

しているんではないかと思うくらい、天皇の崇拝運動を

やっているわけです。そういう国民の本当の願いや要求

と、相反する運動をしているというところに、彼らの弱

点はあると思っています。そういう意味で、私たちはそ

こをどう突いていくのかということです。日本会議につ

いて、今日のような集会が行われるのは、私はとてもい

いことだと思っています。先ほど、本が出て、日本会議

のことが知られて会員が増えたといいましたが、それは

ある程度、言えると思います。そういう人たちが日本社

会にいることは間違いありませんから、そういう人が入

るのだと思うのです。同時に多くの日本の人たちに、彼

らの本質、やっている危険なことを知らせていくことが

大事だと思います。私はずっと前から日本会議について、

言ってきました。しかし、メディアはほとんど報道して

くれなかったのです。それが 2年ぐらい前から、いろい

ろメディアが取り上げてくれるようになり、今、朝日が

一番力を入れています。それと東京新聞、地方紙ですが

神奈川新聞がやっています。実はNHKもやったのです。

5月 2日に『クローズアップ現代+』で、改憲派と護憲派

というかたちで、日本会議を取り上げました。 

神社がなぜ右翼と結びつくのか？ 

日本会議関連の本を読むと、800万社あるといわれる

神社本庁など仏教会も含む宗教団体が、日本会議の中核

になっているとあります。日本では昔からやおよろずの

神といわれて、神様が 800万いるといわれています。日

本人にとって、神社はお祭りするところであり、水の神

様、山の神様、学問の神様、稲を祀る稲荷神社など、い

ろいろありますが、何でそれが右翼団体に結びつくので

しょうか。経済的利益の側面からでしょうか。 

 

俵 神社の問題ですが。確かに、日本は昔から八百万（や

およろず）の神というぐらい、自然の中にも森の中にも

神様がいると言われてきたわけですけど、今、日本会議

とつるんでいるのは「神社本庁」なのです。これは、戦

前の国家神道の流れをくんでいるのです。日本の国家神

道は、日本の侵略戦争を推し進める精神的な支えとして

やってきました。ですから、敗戦のあと GHQは「神道

指令」を出して、国家神道を廃止しました。ところが、

国家神道の中心にいた勢力が、国家神道の復活をめざし

て、戦後、神道復活運動をするわけです。そして、その

ために神社本庁を作ったのです。ですから、今、神社本

庁に入っている神社は 8万社といわれていますが、入っ

てない神社も 8000社ぐらいあるのです。それは、鎮守の

森の神社とかだと思います。私は今回、どういう神社が

日本会議に関係しているのか、を出したいと思って、こ

の本を作ったときに調べて、日本会議に関係している神

社を全部、宗教団体の名前と一緒に出しました。そうい

う点で、国家神道につながった神社本庁の運動として、

神社と日本会議の関係を見ておく必要があると思います。

日本会議の財政的な基盤の最大のものは神社本庁です。

神社本庁はスポンサーです。これまでの右翼がやるいろ

んな運動には、神社がお金を出していました。神社の中

でも明治神宮が一番お金を出しています。明治神宮は大

金持ちなのです。不動産を持っています。一時期、明治

神宮は神社本庁と対立して抜けたことがあるのです。ま

た仲直りして戻りましたけど、なぜ抜けたかって？明治
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神宮の土地を神社本庁は取ろうとしたのです。そのため

に対立をしていました。神社本庁はそういうことをやっ

ています。「週刊金曜日」発行の『日本会議と神社本庁』

という本の中に出ていますが、いま、神社本庁が、大分

県にある有名な全国の八幡神社の総本山の宇佐神社を乗

っ取ろうとしています。そういう神社本庁と、森の鎮守

さんとはちょっと区別して考えたほうがいいと思います。 

歴史修正主義者の 証拠は？ 中立とは？ 

質問は 2点。一つは、例えば、南京大虐殺はなかった

とか、従軍慰安婦はなかったとか、そういう話はよく出

るんですけど、議論をするときには、その証拠を出さな

いと議論にはなりません。私は個人でフィリピンの、も

と「慰安婦」の方に、毎年お目にかかっておりますので、

その話を聞くと、とてもうそだとは思えない。複数の人

からも聞いております。にもかかわらず、その証明もな

しに、どうしてそれがなかったという意見が公然と通る

のでしょうか。個人が「なかった」と思うのは構いませ

ん。しかし、公にする場合には証拠が要ります。それは

どういうふうにして出されているのか、お尋ねしたい。

二つ目によくいわれる「偏向している、中立性がない」

という問題ですが、私はその話を聞いていると、「あな

たのその意見こそが偏向しているのではないか」と言い

たくなるような、そういう偏向状態。両者が議論をする

ときには、何が偏向しているのか、何がどのように偏向

しているのか、中立とは何かと、基本の姿勢をしっかり

議論しておかないと、そのまま受け入れてしまっては、

私の今のこの考え方は偏向していることを認めてしまう

ことになります。その辺のところはどういうふうに議論

されているか、この 2点についてお伺いします。 

 

 

俵 南京事件はなかったとか、「慰安婦」はな

かったとか、あれは売春婦だったとか、そうい

う彼らがやる議論のときに、どんな証拠、証明

をしているのかという質問だと思うのですね。

彼らも一定の資料を出します。しかし、その資

料は非常に一面的な資料です。もう一つは、証

言というものを、彼らは認めません。オーラル

ヒストリーというのを認めようとしない。証言というの

は、例えば、「慰安婦」のおばあさんたち、ハルモニの

証言なんかは、何回かやると多少の食い違いは出てくる

のです。それはもう、何十年も前の記憶ですから。その

違いをほじくり出して、あのときこう言ったのに、ここ

ではこう言っていると。だから、このような証言は信用

できないと言って否定する。それから例えば、「ニュー

ヨーク・タイムズ」なんかに出した意見広告では、戦時

中に朝鮮総督府が出した新聞の広告を使っているのです

ね。その広告が「慰安婦」でなかった証拠だというふう

に無理やり解釈して使うわけです。しかし、これはもう、

「慰安婦」問題研究者の人たちが、いかにその解釈が間

違っているかを明らかにした研究を出しています。「慰

安婦」の問題でも、南京虐殺の問題でも、歴史研究者た

ちは、彼らの主張を全部論破しています。例えば、私は

南京事件調査研究会というところに入っていて、1 昨日

も、その研究会があったのです。そこの研究会で、『南

京大虐殺否定論 13のウソ』（柏書房）という

本を出版して、彼らが主張していることがいか

にうそかというのを、歴史的な史料を使って証

明する、ほぼ論破しつくしています。にもかか

わらず、そういうのを無視して、自分たちに都

合のいい、兵士の証言とか、それは現場にいな

かった兵士が、自分の戦友から聞いた話とかで

やったような証言とかです。そういうのを否定の材料と

して使って言っているのです。そういうことがやられて

いると思います。「中立・偏向の問題」ですけど、例え

ば、学校現場なんかで言われているのは、「政治的中立

に反しているか、反してないか」ということで、自民党

は、「教え子を戦場に送るな」ということを教えている

のは政治的中立に反するから「密告しろ」と、「密告フ

ォーム」を作ってやりました。それから、安保法制が違

憲だと教えているのも偏向だと。実は政治的中立が教育

でいわれる場合は、戦前の国家による教育への介入、こ

れを抑制するために教育における政治的中立というのは、

憲法、教育基本法の考え方にのっとって言われてきたわ

けです。ということは、政府が教育に介入することこそ

が政治的中立を侵すことなのだということなのに、今は、

何か安倍政権に反対することが中立でないみたいにいわ

れています。私は、中立とか偏向と言われるときに、何

を基軸にするのかを議論の中心にすべきだと思っていま

 

俵 義文さん 
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す。人間の立場というのは、立場が変わると、やはり考

えが変わるのですよ。昔、私は、哲学者からこういう話

聞いたのです。バスが来たので、バスに乗る。混んでい

た。それで、乗る前は、奥のほうがすいているからみん

な向こうに行ってくれればいいのにと思うわけ。でも乗

っちゃうと行かないのです、自分も。（会場 笑） 

入り口の、出口のところへずっと立っていて、そうい

うふうに、バスを乗る前と乗ったあとでは、自分の意志

が変わっちゃう。こういうところが人間にはあるんだと

いう話を哲学者に聞いて、なるほどと思いました。だか

ら、中立か、偏向しているか、右か左かというときに、

何を基軸にするかを考えるべきだと。それは、私は憲法

だと思うのです。憲法は最高法規です。憲法に照らして

間違っている。これは偏向だと思うのですね。中立を侵

している。そういうことをまず置いて議論をしていくべ

きだと思います。（会場拍手） 

国民にも 右翼的見方に支持が？ 天皇の生前退位は？

右翼のことについては、講師の話、よくわかりました。

ただ、疑うべきは国民に一定の支持が少しあるんではな

いかということ。それは、僕は、格差の拡大とか若者の

無関心、日本人の知識のなさと思うんですが、その点い

かがですか。それからもう一つ、今年話題になった天皇

の生前退位のことについて、この間、日本会議がここへ

出てきた学者の意見を朝日新聞に出したけれども、国民

の意見は、皆、世論調査でわかっていますが、その辺の

ことについて、私は非常に危険なものを感じています。

講師の方のご意見をよろしく。 

 

 

俵 右翼への支持が一定あることは間違いありません。

今、日本社会の中で特に支持が多いのは一定の年配者。

それから若者にもある。これが深刻です。これは今の日

本社会の置かれている経済的状況ですね。特にアベノミ

クスのもとで若い人たちが正規労働者になれない。多く

が非正規労働者、あるいはブラック企業で働くという状

況に置かれています。それから大学生も、今ものすごい

借金を抱えているのです。SEALDsで頑張った諏訪さん

という学生が、「私は今、借金が 1200万あります」とい

います。筑波大学の大学院に行っている学生です。奨学

金の借金と利息がかさんでそうなっているわけです。平

均して 800万ぐらいの借金を背負って大学を卒業する。

卒業してちゃんと正社員で働いて稼げるかといえば、そ

れは一部なのです。そういう状況に置かれている中で、

例えば、安倍さんのような強いことを言う人は、何か頼

りになるかのような風潮があって、日本会議などの主張

にひかれていく。そういう意味での、一定の潮流、支持

者がいることは間違いないと思います。だから、私たち

が、語りかけるときに、今日の私の話も少し難しかった

かもしれませんが、もっとわかりやすい話をすべきだと

思っています。雨宮処凛さんという方がいますね。彼女

は昔、右翼だったのです。最初は左翼のほうに来て、彼

女に言わせると、憲法学習会などに出たらしいのですけ

ど難しかったって。右翼の集まりに行ったらとってもわ

かりやすかったと言っています。（会場 笑） 

それで、最初はそっちに行くわけです。でも、やって

いるうちに何かこれはおかしいなと思って、彼女は右翼

から離れたということですけど。そういう意味で、彼女

は、私たちにもっとわかりやすく話してくださいよと言

うのですね。だからそういうことは学ばなきゃいかんと

思っています。そういう状況があることは否定できない

わけで、それを一応前提にしながら、私たちは圧倒的多

数の無党派層、中間層にはたらきかけていく。そういう

人たちを安倍さんが取るのか、日本会議が取るのか。そ

れとも憲法を守り、憲法改悪に反対する、そして日本を

戦争する国にしてはならない、子どもたちがのびのびと

人格の完成をめざす教育を受けられる日本にする、その

せめぎ合いだと思っています。 

最後に訴えたいこと 

この秋から来年にかけて、本当に日本は大きな転換を

迎えていると思います。そのことをぜひ皆さん方も考え

てほしい。戦争法ができて、今日、1周年です。「戦争

させない総がかり行動実行委員会」は、国会正門前で集

会が今、3時半から始まっているところです。私もその

実行委員の 1人ですが、今日はこっち来たので、仲間が

行ってくれています。戦争法が 1周年たって、安倍さん

は 9月 12日に自衛隊の幹部を集めて訓示をしています。

何を言ったか、戦争法や安保法制の整備や日米ガイドラ

インの策定をとりあげ、「今こそ実行するときなのだ。

本格的な運用段階に移行するのだ」と、自衛隊の幹部に

訓示をしているのです。彼は「制度は整ったんだ。あと
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は、これらを血の通ったものにする。必要なことは防衛

省、自衛隊による実行である」と言っているのです。「私

と諸君との紐帯（ちゅうたい）の強さこそが、日本の安

全に直結する。自衛隊と政治とのシームレス、切れ目の

ない関係をこれから構築していきたいんだ」と言って、

自衛隊の幹部に「政治の判断が必要とする事項について

は、臆することなく積極的に言ってこい、提示しろ」と

自衛隊に意見表明を求めることまでやりました。つまり、

もう文民統制なんかないということを宣言したわけです。

その前に、稲田防衛大臣が訓示をして、「戦争法を具体

化する駆けつけ警護とか、宿営地の共同防衛だとか、ど

ちらも訓練を開始する」と指示をしました。今、訓練を

やっています。11月に南スーダンに青森の部隊を送るの

ですが、それだけではなくて、「南スーダンだけでなく

て、アジアも含めて全世界で戦争をする訓練を開始する

のだ」と防衛大臣が言いました。 

秋から来年にかけて起こること 

「新たな英霊の誕生」を利用 

南スーダンへ自衛隊が行って殺し殺される事態が起こ

る可能性が非常に強いです。自衛隊員も殺されることも

あるし、自衛隊員が南スーダンの少年兵を殺すことも起

こり得る。戦後初めて、70年にしてそういう事態が起こ

ります。そのときに安倍政権は何をやるか。「新たな英

霊の誕生だ」という大キャンペーンをやると思うのです。

産経新聞や読売新聞、場合によっては NHKもそれに加

担をして、一挙に国民の世論を、戦死者をたたえて、そ

れを守っていく、それをたたえられるような国に変えて

いくのだと、憲法 9条を変えて一挙に突き進むことに使

おうとすると思います。それが、この秋から来年にかけ

て起こると思う。そのときに、私たちが「そうではない

よ」、という世論をどれだけ作れるかだと思っています。

ということで、地域からお互いに頑張っていく必要があ

ると思います。  

天皇の生前退位についてですが、月刊『文藝春秋』が

日本会議関係の国会議員アンケートをやって、34人が回

答をしていますが、生前退位については賛成、反対が半々

でした。日本会議の国会議員の答えた中で。280人以上

いるわけで答えてない人のほうが多いですから。その 34

人の中では、「日本会議」という組織自体は生前退位に

は反対しています。なぜ反対しているかというと、生前

退位を認めるようになれば日本の国体がだめになるとい

う。日本は天皇を中心とした神の国であるというのが、

戦前からいわれている国体なわけです。それが壊れてし

まうということで、生前退位はだめだと言っています。

もう一つ関連して、日本会議は、女系女性天皇制には一

貫して反対の方針を言っています。（完） 

 

 

 

小林 緑さん 

「NHK の支配体制は完了した」と言われていま

すが、今の NHK のとんでもない事態を経営委員

や経営委員の経験者がどうしてもっと発言しない

のか、という思いをもっています。 

長谷川三千子という日本会議の経営委員が、

女性の反戦集会に登場して、突然、何と、「私は

NHK の経営委員をやっております。安倍首相の

応援団です」と、さらっと言ったのです。  

そこで、私も「経営委員の経験があるんですけ

れども、NHK 経営委員というのは放送法の中立と

いうことを大事にしている委員会でしょう。それな

のに、首相の応援団ですと公言するような方は、

経営委員の資格はないんじゃないでしょうか」と申

し上げたんです。 

 

 

昨年１１月には東京芸術大学が、『海道

東征』という､皇紀２６００年（西暦 1940年、

昭和 15年）の時に作られた露骨な天皇賛

美の大曲を演奏するという、とんでもないコ

ンサートを実施しています。この作品は、一

足先に大阪で産経新聞の主催で演奏され

ていました。 

さらに今年２月には、芸大は海上自衛隊

と堂々と合同演奏会をやはり学内のホール

で行っています。戦後７０年、封印されてき

たこんなイヴェントが、音楽の世界でも、お

おっぴらに行われるなんて、ほんとうにおか

しな世の中になってきている感じがします。 

 

  

特別発言 小林 緑さん （もと経営委員・国立音楽大学名誉教授） 

長谷川三千子氏は経営委員の資格なし 

音楽界にも軍国主義の足音が 
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「日本会議の全貌」 感想 

よかった わかりやすかった。 

日本会議の怖ろしさがよくわかりました。これからの

報道「新聞や放送」に目を向けて、しっかり考えていき

たいと思いました。 女 

 

わかりやすかった。講演内容に対しての関心の高さに

驚きました。 男 

 

わかりやすかった。けどちょっと難しい部分もあった。

私の知識不足、日本会議が巨大な組織であり、権力・

筋力・組織力をフルに生かして理論武装し、宣伝に力

を入れているということで、それに対抗する我々としても

一層の学習、宣伝にも力を入れなくてはと思いしらされ

ました。だけどどういう方法で学習すればいいのか自覚

が足りない部分で悩む点もある。 男 

わかりやすかった。 

 日本会議への関心がごっつう高いと思いました。 女 

よかった。充実した集いでした。男 

むつかしかった。 あまりに予備知識がなくて。 

日本会議の名前しか知らなかったのですが、あらためて

背筋が寒くなりました。 女 

 

よかった わかりやすかった。 

俵義文さんのお話、資料もすごいですが 1 時間要点

をまとめ年代、名前などわかりやすくすべて頭の中に入

っておられることに心動かされました。 

 今の安倍さんがやっていることが日本会議との結び

つきから納得できたのと、半面怖ろしいと感じました。 

 私たちはこれに対抗していかなければいけないけれ

ど、大変ですがいろいろな会に参加してできることから

頑張りましょう。男 

 

わかりやすかった。 

 着々と戦争への用意がされているのが怖ろしく思いま

す。私たちと似たような「憲法カフェ」等もしていると知っ

て驚きです。今は日本会議のやりたい放題ですが、み

んなに知らせなければと思います。 女 

 

まあまあ 

 俵さんが時間の都合ではしょられた部分がもしあと 30

分あれば聞けたということで、時間が足りなかったのか

もと思いましたが、安倍がいかに教育されてここに至っ

たかなどよくわかりました。若かったからこそここまで来

てしまったのがとても怖いです。 

わけのわからない人に乗っ取られているのですか

ら、これに負けない方法を考える事と、今やっているこ

とをもっとやらなければならないと思いました。 

時代錯誤とまともでないことを今の政府がやっているこ

とがますますわかり腹が立つやらあきれるやらです。女 

 

よかった。 

立っている方が気の毒でした。予約制とか電話予約と

かできなかったのでしょうか？ 

次回は日本会議が何故広がっていくのか、それを掘り

下げたお話をお願いします。質問の答えでよくわかりま

した。 女 

 

よかった 

いろいろ新しい知識を得た。 

天皇の生前退位についてどうか聞きたかった。 

大新聞と日本会議、関係あるのか。 

右派が一定の国民的支持があるとしたらそれは何か。

戦前と戦後のつながりがある。そこを考えたい。質問の

時間をもっと取るべきだ。書面での質問、事前に徹底し

てほしい。わかっていたら、書いていました。 男 

よかった。  

残念！！もっと広い会場が欲しかった。 

極右勢力に対して左翼がどう対抗するべきか話してほ

しかった。    

小林さんのお話は出色だった。経営委員はこういう方

がするべきだ。 男 

 

わかりやすかった。 

 大変有意義でした。これからの運動のやり方の参考に

なりました。 女 

 

すこしむつかしかった。 

小林緑さんのお話で音楽界にまで日本会議の影響

が及んでいるのに驚きました。 

会場が狭すぎませんか？ 女 

 

よかった。 

今よくない意味で注目されている『日本会議』を取り上

げていただきよい企画だったと思います。そのためか

座れない人が出るなど会場の狭さが気になりました。 

これまで右翼的な運動がつながっているとは思ってい

ましたが、その中心に日本会議があり、人的にも組織

的にもつながっていることがよく理解できました。 男 
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日本ジャーナリスト会議（JCJ）の河野慎二さんの報告 

「本日、署名第２次集約分をＮＨＫに提出しました

ので、報告します。 

本日、提出したのは、昨日までに集約した用紙署名

１万１１６９筆とネット署名２２１筆の計１万１３

９０筆です。９月１１日〆の第１次集約分８７０５筆

を加えますと、２万１６０筆となり、短期間で２万筆

を超えました。 

 午前１０時、醍醐聰さんが厚さ３０センチを超える

署名簿をデスクに積み上げ、応対したNHK視聴者部

の太田、七尾両副部長に渡しました。 

この席で、醍醐聰さんは、日本児童文学家協会の有志

から寄せられた手紙を紹介し、「今の会長にはもうこ

りごりだ、２度となってほしくない、という声が圧倒

的だ。経営委員会には重く受け止めてほしい」と強く

求めました。そして、NHK 経営員会が署名簿の実物

をみずから見て視聴者の願いを実現するよう求める

とともに、指名部会の議事内容をリアルタイムで公開

するよう要請しました。 

 

このほか、醍醐聰さんは「ＮＨＫを監視・激励する

視聴者コミュニティ」として、石原経営委員長に「放

送法に違反する貴職の原発関連発言についての質問

書」を提出しました。 

 石原経営委員長が経営委員会の席で、原発肯定・推

進の立場からの報道を検討するよう、ＮＨＫに要請し

たのは、放送法に反するというものです。 

     以上 

 

 

 

  

会長
会長会長
会長指名部会をリアルタイムで公開せよ
指名部会をリアルタイムで公開せよ指名部会をリアルタイムで公開せよ
指名部会をリアルタイムで公開せよ 

１０月１１日、籾井会長選任に反対する署名第２次分を在京の

「視聴者コミュニティ」「日本ジャーナリスト会議」の代表が

NHKを訪れて NHK視聴者部に手渡しました。 

 日本ジャーナリスト会議・河野慎二さんの報告を紹介します。 

   

経営委員宛申し入れ＆ネットコメント

↑ 

 

署名用紙↑ 

第二次集約計 

  用紙署名   11,169 筆  

  ネット署名    221 筆 

    合計   11,390 筆 

累計 用紙署名  18,583 筆 

  ネット署名   1,577 筆 （第二次集約時点） 

    合計   20,160 筆 

 

＜今後の予定＞ 

第三次署名集約 11 月 4 日（金） 

第三次分提出  11 月 7 日（月） 

 

籾井勝人 NHK会長 

このうち、兵庫の会は 3,788 筆を集めました 

ご協力頂いた皆さま、ありがとうございました 
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安倍政権下のＮＨＫ経営委員 

 

 

委員長         石原    進     九州旅客鉄道（株）相談役、 

（就任2016年6月28日）         「日本会議」福岡名誉顧問（市民団体の批判で7月辞任）  

  「原子力国民会議」共同代表（原子力推進派団体） 

                                     （批判があり、7 月 19 日辞任） 

委員長職務代行者 本田 勝彦 日本たばこ産業（株）顧問 

  安倍晋三首相の小学生時の家庭教師
安倍晋三首相の小学生時の家庭教師安倍晋三首相の小学生時の家庭教師
安倍晋三首相の小学生時の家庭教師 

  
 

委 員 井伊 雅子 一橋大学国際・公共政策大学院教授 

委 員 上田 良一 ＮＨＫ経営委員会 委員（常勤） 

  元 三菱商事（株）代表取締役副社長執行役員 

委 員 小林 いずみ ＡＮＡホールディングス（株）社外取締役 

委 員 佐藤 友美子 追手門学院大学地域創造学部教授 

委 員 堰八 義博 （株）北海道銀行代表取締役会長 

委 員 中島 尚正 （学）海陽学園海陽中等教育学校校長 

安倍首相の盟友・葛西敬之氏（ＪＲ東海名誉会長）が 

（学）海陽学園の理事長を務めている 

委 員 長谷川 三千子 埼玉大学名誉教授 「日本会議」代表委員 

委 員 宮原 秀夫 （一社）ナレッジキャピタル代表理事 

委 員 森下 俊三 阪神高速道路（株）取締役会長 

委 員 渡邊 博美    福島ヤクルト販売（株）代表取締役会長  

「全国防衛協会連合会」理事（自衛隊の支援・協力組織） 
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10/7  全国２２団体 

石原進・長谷川三千子両経営委員の再任に反対する申し入れ 

 

 

 

 

――要望書― 

衆議院及び
衆議院及び衆議院及び
衆議院及び参議

参議参議
参議院

院院
院総務委員会委員各位

総務委員会委員各位総務委員会委員各位
総務委員会委員各位 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 2016 年 10 月 5 日 

  
 

12
1212
12 月に任期満了を迎える

月に任期満了を迎える月に任期満了を迎える
月に任期満了を迎える NHK

NHKNHK
NHK 経営委員（

経営委員（経営委員（
経営委員（3

33
3 人）の後任委員選任に際しての要望

人）の後任委員選任に際しての要望人）の後任委員選任に際しての要望
人）の後任委員選任に際しての要望 

  
 

―⽯原進・⻑⾕川三千⼦両委員の再任には絶対反対―
―⽯原進・⻑⾕川三千⼦両委員の再任には絶対反対――⽯原進・⻑⾕川三千⼦両委員の再任には絶対反対―
―⽯原進・⻑⾕川三千⼦両委員の再任には絶対反対― 

  
 

 

 

１０月５日、高市総務大臣、衆参両院の総務委員会委員 

（衆議院４０名、参議院２５名）に要望書を送りました。 

安倍総理大臣あてには,１０月７日、在京団体の４名が 

内閣府に出向いて手渡し、趣旨説明をしました。 

 

・NHK とメディアを語ろう・福島 

・NHK とメディアを考える茨城の会 

・NHK を監視・激励する視聴者コミュニティ 

・NHK を考える東海の会 

・NHK を考える福岡の会 

・NHK問題を考える岡山の会 

・NHK問題を考える会（屋久島町） 

・NHK問題を考える会（兵庫） 

・NHK問題を考える会・さいたま 

・NHK問題を考える堺の会 

・NHK問題を考える滋賀連絡会 

 

 

・NHK問題を考える奈良の会 

・NHK問題京都連絡会 

・NHK問題大阪連絡会 

・「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクションセンター（VAWW RAC） 
・アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」（wam） 

・マスコミ問題を考える秋田の会 

・メディアを考える市民の会・ぎふ 

・時を見つめる会 

・政府から独立したＮＨＫをめざす広島の会 

・日本ジャーナリスト会議 

・放送を語る会   （50音順、以上 22団体） 

 

要望書の内容（抄） 

会⻑就任会⾒で「政府が右と⾔うことを左とは言えない」と公⾔した籾井勝⼈⽒を会⻑に選任し、

その後も同氏が NHK の自主・自立を省みない発言や品位を欠く発言を繰り返してきたことに対し、

厳正に監督しないまま今日に至っている経営委員会の責任はきわめて重大です。 

そこで、きたる 12 月に就任予定の経営委員の選任にあたっては、こうした失態を繰り返さない人

選がされなければなりません。 

そのためには、籾井勝⼈会⻑選出に⼤きな役割を果たした⽯原進経営委員⻑の委員再任に断固反対

します。特に任期が半年となった時点で、経営委員会が⽯原進委員を委員⻑に選出したことに委員再

任を前提とした人事ではないかとの大きな疑念をいだかざるを得ません。 

また、今回任期満了となる⻑⾕川三千⼦委員は、経営委員就任直前とはいえ、⾃殺した右翼団体幹

部に追悼文を寄せている点からも、再任は不適切であると言えます。 

こうした主張は、日本国憲法・放送法等の精神に明白に反するものです。 

そこで、私たちは 12 月に就任予定の経営委員選任にあたって、次の 4 点を要求します。 

1
11
1．
．．
． NHK が担うべきジャーナリズムとしての機能と豊かな文化をはぐくむ役割を深く理解し、NHK

を権力から自立したメディアとする砦としての役割を経営委員会が担うのにふさわしい見識を持

った人物かどうかを選考の基本に据えること 

2
22
2．
．．
． 今回任期が満了する経営委員のうち、特に多くの問題点が指摘されている⽯原進・⻑⾕川三千⼦

の両委員については、絶対に再任しないこと 

3
33
3．
．．
． 受信料を負担し、NHK の経営を支える視聴者に候補者の公募、推薦の途を開き、政府が選考し

た候補者とともに透明な審議を行うこと 

4
44
4．
．．
． 国会での同意の採決に先立って、視聴者に公開された国会の場で各候補者の所見を聴取する機会

を設けること  

以 上 

 


